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島崎藤村が心ひかれた風景

日本の自然主義文学の先駆けである詩人・小説家の島崎藤村。情熱的な人生とその作
品に魅せられた人は数多く、近代文学を代表する文豪として愛されています。
藤村の写生文「千曲川のスケッチ」
は、上田地域を含む千曲川一帯の自然や、
そこに暮
らす人々の息遣いを鮮やかに描写しており、我々にとって大変なじみの深い作品です。

田沢温泉（青木村）
藤村が｢千曲川のスケッチ｣の中で、
山国らしい静かな温泉として紹介し
ているのが、飛鳥時代の開湯と言わ
れる田沢温泉です。
石畳の道、立ち並ぶ木造建築の旅
と う じ ば
館、古き良き湯治場の趣を今もなお
色濃く残す温泉宿で、若き日の藤村
は何を想って筆を走らせたのでしょ
うか。
楽しい想像は尽きません。
う ち ゆ

田沢温泉共同浴場「有乳湯」
あしがらやま

やまんば

足柄山の山姥が、
丈夫な子どもを産
むためにこの地に訪れ、
後に坂田金時
（金太郎）
が生まれたという言い伝えか
ら
「子宝の湯」
とも言われています。

至松本

国宝大法寺三重塔
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田沢温泉

青木村
郷土美術館
青木村役場

道の駅あおき

143
運動公園

至上田

至鹿教湯温泉

所在地：小県郡青木村大字田沢
http://www.area.ueda.nagano.jp

ようこそ上田地域広域連合の
ホームページへ

発行▶上田地域広域連合事務局 企画課

印刷▶株式会社アオヤギ印刷

〒386-0404 長野県上田市上丸子1612
TEL:0268-43-8818 FAX:0268-42-6740
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

平成23年度

決算状況をお知らせします

10月29日から10月31日までの３日間の会期で、上田市丸子地域自治センター４階議場において、広域連合議会
10月定例会が開催されました。
定例会では、条例一部改正案のほか、平成23年度決算認定及び平成24年度補正予算などの9件の議案が提出
され、全ての議案について可決または認定がされました。

条

例

の

一

部

改

正

●斎場条例
●上田地域広域連合火災予防条例
電気自動車の普及に伴う急速充電設備の基準について改正を行いました。

平成２３年度一般会計及び特別会計
（３会計）
の決算が認定されました。
平成２３年度における一般会計及び特別会計（３会計）
を合わせた歳入決算額は、
４２億１，
０５５万３千円で、前年度と
比較して２億２，
０９３万６千円の減額となりました。また、歳出決算額は、
３９億９，
２８３万９千円で、前年度と比較して
２億３，
４０９万７千円の減額となりました。
（詳しくは3ページをご覧ください）

年

度

補

正

予

算

一般会計及び消防特別会計の補正予算が下表のとおり可決されました。

平成24年度10月補正予算

（単位：千円）

補正前予算額

10月補正額

●土地貸付料、基金運用収入

●老人福祉基金繰入金

補正後予算額

対前年増減率
（％）

一 般 会 計 補 正 予 算

1,945,494

347

1,945,841

△ 4.9

消 防 特 別 会 計 補 正 予 算

2,021,000

3,000

2,024,000

7.6

＜補正予算の主な使いみち＞
●一般会計補正予算
大星斎場の指定管理者選考に関する経費などを計上しました。
●消防特別会計補正予算

歳 入

42億1,055万
3千円

使用料及び手数料（8.2％）
3億4,589万9千円

平 成 2 3 年 度 決 算 認 定 に つ い て
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財産収入（0.5％）
2,293万5千円

繰入金（0.2％）
814万3千円

●地方交付税配分金（消防設備、
清浄園、
クリーンセンター建設な
どに伴う起債償還に対して交付
税措置されたもの）
など

大星斎場に指定管理者制度を導入するための改正を行いました。
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●消防施設整備事業債

諸収入（5.9％）
2億4,809万4千円

上田市の行政財産の目的外使用に関する条例を準用するための改正を行いました。

成

●地域医療再生臨時特例交付金、
県委任事務交付金（消防事務）

連合債（0.7％）2,750万円

繰越金（4.9％）
2億455万3千円

●上田地域広域連合に上田市及び組織市町村の条例を準用する条例

平

県支出金（1.2％）4,889万8千円

●上田創造館使用料
●大星斎場・依田窪斎場使用料
●清浄園し尿投入手数料
●３クリーンセンター
ごみ処理手数料
●消防手数料

分担金・負担金（78.5％）
33億453万1千円
●上田市 24億2,813万9千円
●東御市
5億8,418万6千円
●青木村
9,894万2千円
●長和町
1億8,963万円2千
●坂城町
363万4千円

ふるさと市町村圏基金特別会計（0.5％）
1,830万8千円

上田クリーンセンター費
4億3,057万4千円（10.8％）

●ガス冷却室下部耐火物修繕など

歳 出

39億9,283万
9千円

●要介護認定訪問調査委託など
ぼうちょう

広域連合議会を傍聴してみませんか
平成25年２月20日㈬から22日㈮までの3日間の会期で、丸子地域自治センター
4階議場において、広域連合議会2月定例会が開催される予定です。議会は公開で
行われており、傍聴することができますので、お気軽にお出かけください。

●請願・陳情について
２月定例会で審査を希望される請願・陳情を受け付けています。
提出期限：平成２５年１月30日㈬正午まで
提 出 先：上田地域広域連合議会事務局
（上田市丸子地域自治センター４階）
問い合わせ： 総務課

☎43-8811

2

FAX.42-6740

消防特別会計（46.5％）
18億5,758万3千円

●高規格救急自動車購入
●消防・救急無線デジタル化
基本設計負担金など

清浄園費（13.1％）
5億2,576万6千円

●乾燥焼却施設修繕など

介護保険特別会計（5.0％）
2億87万4千円

緊急の庁舎、
車両などの修繕費として計上しました。

一般会計（48.0％）
19億1,607万4千円

●観光振興
●科学少年団等人材育成支援
●スポーツレクリエーション祭
●地域の医療機能の維持等に対する
支援に関する事業
（医師就労支援給付金及び
医師研究資金貸与）

丸子クリーンセンター費
2億3,993万6千円（6.0％）
●焼却設備修繕など

東部クリーンセンター費
1億6,720万4千円（4.2％）
●焼却設備修繕など

特別会計（52％）
20億7,676万5千円

創造館費（2.6％）
1億477万2千円

議会・総務管理・選挙管理委員会・監査委員・
社会福祉・老人福祉・保健衛生・清掃費（8.3％）
3億2,940万6千円
依田窪斎場費（0.8％）
3,113万5千円●火葬炉設備修繕など
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●指定管理料
●エレベーター改修工事など

大星斎場費（2.2％）
8,728万1千円
●火葬炉設備修繕など

上田地域広域連合人事行政の運営等の状況について
上田地域広域連合では、
「人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員の任用、給与、服務などに
ついて平成２３年度の概要をお知らせします。

職員の任免及び職員数に関する状況
❶ 職員の採用及び退職の状況
採用者数

退職者数

5人

9人

❷ 職員数の状況（各年度４月１日現在）
区

分

平成23年度
(決算額）

合

計

18人

193人

236人

平成23年度

25人

21人

194人

240人

0人

△ 3人

△ 1人

△ 4人

減

数

※職員数は一般職に属する職員数であり、休職者、派遣職員などを含み非常勤職員を除いています。

歳出額
（A）

人件費
（B）

人件費率
（B/A）

216,922人

3,992,839千円

2,147,128千円

53.8%

※人件費には共済費、特別職に支給される報酬などを含みます。

❷ 職員給与費の状況
分

防

圏域内住民基本台帳人口
（平成23年度末）

平成23年度
(決算額）

区

消

25人

❶ 人件費の状況
区

斎場・清浄園・クリーンセンター

事務局

平成２4年度

増

職員の給与の状況

分

給

職員数
（A）

給

240人

費

職員手当

期末・勤勉手当

計
（B）

1人当たり給与費
年額
（B/A）

262,426千円

342,055千円

1,524,101千円

6,350千円

料

919,620千円

与

※職員数は平成23年４月1日現在の人数です。※職員手当には退職手当を含みません。

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
勤務時間、休憩時間の状況（平成24年4月1日現在、標準的なもの）
1週間の勤務時間

勤務時間

休憩時間

閉

38時間45分

8：30〜17：15

12：00〜13：00

庁

日

15

連載

No.

私たちが便利さ・快適さを追い求めた結果、
「豊かな社会」が実現しました。その一方で、大量生産・廃棄の社会シス
テムの下、使い捨て文化を生み出し、
ごみの急激な増加などの環境問題をもたらしました。
私たちや、子孫の未来のため、現在のライフスタイルを見直し、天然資源の消費を抑えた、環境への負荷が少ない
「資源循環型社会」を目指しましょう。

リデュース・リユース・リサイクル（３R）に取り組みましょう
「資源循環型社会」
とは、天然資源を「生産⇒消費・使用⇒廃棄」の一方通行ではなく、天然資源の消費・使用をできる
だけ少なくし、循環
（繰り返し利用）
する社会です。
そのためには『 Reduce リデュース（ごみを出さないようにする）』
『 Reuse リユース（ものを繰り返し使う）』
『Recycle リサイクル
（資源として再生利用する）』
（3つ頭文字をとって3R）
に取り組むことが大切です。

リデュース（ごみを出さない）
●必要のない過剰な包装は断りましょう
●詰め替え商品を選びましょう
●買い物に行くときは、マイバッグなどを持参
しましょう
●必要な分量だけ買うようにしましょう
●使い捨て商品を買うのはなるべく避け、長く
使えるものを選びましょう

リユース（繰り返し使う）
●生ごみ処理機などを利用して生ごみ
をコンポスト(堆肥)化しましょう
●壊れたものでも修理したり、
リフォー
ムして、できるだけ長く使いましょう
●フリーマーケットやバザーなどを利用
しましょう

土曜日・日曜日・祝日・12月29日から翌年1月3日まで

職員の分限及び懲戒処分の状況
分限処分
分限処分とは、公務の能率の維持と適正な
行政運営の確保の目的から、地方公務員法
第28条の規定に基づき、職員が職責を果
たすことが期待できないときに、職員の意
に反して行う処分です。

懲戒処分
人

数

0人

内

訳

懲戒処分とは、職員に法令等の違反、職務
上の義務の違反、全体の奉仕者としてふさ
わしくない非行のあった場合等に行う、地方
公務員法第29条の規定に基づく処分で
す。

降任 ０人
免職 ０人
休職 0人

人

数

内

訳

戒告 0人
減給 ０人
停職 0人
免職 ０人

0人

職員の服務の状況
従事の状況

許可数

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員などの地位を兼ねるもの

0人

自ら営利を目的とする私企業を営むもの

0人

報酬を得て事業若しくは事務に従事するもの（各種統計調査員報酬など）

1人

職員の福祉及び利益の保護の状況
❶ 公務災害の認定状況
区

分

❷ 不利益処分に関する不服申し立ての状況など
区

認定件数

分

件

数

公務災害

5件

勤務条件に関する措置の要求の状況

0件

通勤災害

0件

不利益処分に関する不服申し立ての状況

0件

❸ 職員互助会の設置及び活動状況
地方公務員法第42条に基づく職員の保健、元気回復そ
の他福利厚生に関する事業を「上田地域広域連合職員
互助会」が行っています。職員互助会は、職員からの会
費と広域連合からの補助金により運営されています。

主な事業
職員が負担する会費
平成23年度決算の状況
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慶弔費支給、
体力向上事業
給料月額の1000分の3
歳入 8,157千円（うち広域連合からの補助金2,000千円）
歳出 6,891千円

リサイクル（再生利用する）
●アルミ缶や古新聞など資源回収にご協力ください
●スーパーの店頭回収に、
トレイや牛乳パックなどを持っていきましょう
●ごみはきちんと分別しましょう

暮らしに欠かせない資源循環型施設
毎日排出されているごみは、クリーンセンターに運ばれ処分されています。
現在、上田地域内にある３つのクリーンセンター（上田、丸子、東部）は、老朽化
により更新の時期を迎えています。
広域連合が提案する資源循環型施設
（統合クリーンセンターと統合リサイクル
プラザ）は、
３つのクリーンセンターと２つの不燃物処理施設を統合し、ごみを
安全に効率よく処理するための施設で、私たちの住みよい暮らしに欠かせません。
広域連合では、引き続き地域の皆様へ説明を行い、施設建設を目指し取り組ん
でまいります。
問い合わせ： ごみ処理広域化推進室 ☎ 43-8818
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消防本部からのお知らせ
上田南部署にはしご車、中央署に資機材搬送車を配備
バスケッ
ト

本格的な冬を迎え、
ご家庭で火気を使用する機会が増えることに加え、年末年始特有のあわただ
しい時季であることから、火の取り扱いに対する不注意が心配されます。

千曲川左岸には、別所温泉
や鹿教湯温泉などの中高層
の旅館・ホテルが建てられて

暖房器具を使用する際の注意事項を守り、火災予防につとめましょう。

いる温泉街があり、狭い道幅
にも対応できるよう、小型の
１５ｍ級のはしご車が導入さ

気をつけたい暖房器具の取り扱い
石油ストーブ

● 給油するときは、必ず火を消しましょう。また、給油タンクの口金がしっかりし
まっているか確認しましょう。
● ストーブの上部などで洗濯物を干すのはやめましょう。カーテンやふとんな
ど、燃えやすいものの近くでストーブを使うのはやめましょう。
● 可燃性のスプレー缶を近くに置いたり、使用するのはやめましょう。引火や爆
発の恐れがあります。
● 取扱説明書をよく読んで、正しく使用しましょう。

電気こたつ

● 掛けぶとん、座いすなどがこたつ内のヒーターユニットカバーに触れないよ
うに注意しましょう。
● こたつの中で衣類を乾かすのはやめましょう。
● 電源コードがこたつの脚などの下敷きにならないようにしましょう。
● 電源コードを折り曲げたり、ねじったりしないようにしましょう。

れました。

ここが

違う

はしごの先端のバスケットが格納式になり、走行時の
視界が広くなりました。
以前は、バスケット上の放水部に消防ホースを付け、
はしごを伸ばしていましたが、専用の水路管により放水
までのスピードアップが図られました。

ここが
すごい

このほかの電化製品についても、本体に変色があったり、焦げくさいにおい
がしたり、電源コードの一部・電源プラグ・スイッチが熱いなどの異変を感じた

災害時の資機材搬送や緊急消防援助隊出動時の後方支

ら、すぐに使用を中止し、
メーカーや販売店にお問い合わせください。

援として活用する車両です。

などの

上田地域内での暖房器具及び電化製品の火災件数
（件）
20

動車
電気自

■ 電化製品（電気機器、配線等を含む）

19

■ 暖房器具（ストーブ、こたつ）

平成24年（11月現在）でも暖房器具や電

15

化製品からの出火とみられる火災が数件発
生しています。

10
8

予防条例などを改め、電気自動車などに充電するための「急速充電設備」設置について新たにルールを設けました。
※設置の一例

設置のルール

暖房器具や電化製品による火災は、日ごろ
の点検と正しく器具を使用することにより防

5

5

ぐことができます。火災のないお正月を過ご

急 速
充電設備

すためにも、お出かけ前、お休み前には必ず
0

平成19年

問い合わせ

20年

21年

22年

上田地域広域連合消防本部

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

23年

火の元を点検しましょう。
電気自動車専用

総務課 ・ 警防課……☎26-0119

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

6

急 速 充 電 設 備 を設 置す る場 合は…

近年、電気自動車の普及に伴い、電気自動車用のインフラ整備が進められています。広域連合消防本部では、火災

16

10

両側面にある、荷台アルミウィングを開けること
により、資機材の積み降ろしを効率よく行うことが
可能です。
後部には、
アームリフトがあり、
重量のある資機
材の積み降ろしが簡単にできます。

予防課……☎26-0029

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

急速充電場所

●充電設備の表示をしましょう
●専用の充電場所を確保しましょう
●「急速充電設備」の標識をつけましょう
●異常があれば自動で充電を停止する機能を
備えましょう
●雨除けなどを設けましょう
●車がぶつからないように設置しましょう
●周りは整理整頓しましょう

急速充電設備は、ガソリンスタンドや、スーパー・コンビニの駐車場のほか、アパートやマンションの駐車場などにも
設置が予想されています。設置される際は、事前に最寄りの消防署にお問い合わせください。
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楽しい
発見
いっぱい が
！

ご利用ください！ 上田図書館創造館分室

上田創造館 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/

（直通）☎ 27-1758
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【12/28〜1/4（年末年始）】

休館日のお知らせ 12月29日㈯〜平成25年1月3日㈭（正面玄関入口の自動交付機は、12/31〜1/3まで休止になります）

1
月

お正月あそび大会

第9回 上小地域美術作品展2013

入場
無料

1月27日㈰〜2月3日㈰
9:30〜16:30（最終日16:00ま
で）場所：2F美術館
上小地域で活躍されている作家
の作品を展示します。
（絵画・工
芸・農民美術・彫刻・書道）

作って・遊んで・親子で体験！
1月4日㈮〜6日㈰ 10:00〜15:00
場所●体育館・和室第１第２ 持ち物●うわはき

お年玉つりゲーム・お手玉・こま・

ふっくらカルメ焼き

（協力 信州未来広場）

子ども科学館まつり

参加
無料
事前申込み

N

A

2月23日㈯ 9：30〜11：30
果物・木炭・アルミ缶などを利用し
て電池作り。
対象：幼･保、小中学生とその保護
者（小学校高学年以上なら子供だ
けでも可）
先着20名

C

参加無料

2月9日㈯〜3月3日㈰

いろいろな電池作り

君の腕を動かすと
電灯がともるよ！

事前
申込み

3人の365日

「昆虫・海の生き物・野鳥」

入場
無料

自然科学研究機構・生理学研究所
インターネットによる遠隔講座
2月23日㈯ 13：30〜15：00
〜マッスルセンサーをつけて体を
動かしてみよう〜
対象：小学生〜中学生、
先着25名

かのうち

叶内拓哉氏ギャラリートーク「信州の鳥とりどり」
3月2日㈯ 13:30〜15:00
信濃毎日新聞の建設標「鳥とりどり」の連載コラム執筆者！
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３月15日㈮〜24日㈰
9:０0〜1７:00
場所：1Fエントランスホール
絵手紙本来の目的に返り、送る相
手を想って出す手紙を展示します。前回の展示の様子

プラネタリウムの番組案内

2013
上小地域水墨画展

上小地域の水墨画愛好者の
方々の作品を展示します。
2月14日㈭〜20日㈬
9：30〜16：30（最終日16：00
まで）場所：2F美術館

子どもの世界、のぞいてみませんか？
3月16日㈯〜20日（水・祝）
9:00〜17:00（最終日16：00まで）
場所：1F文化ホール
当館主催「こどもは天才講座」の未就学児親子
で活動した参加者による作品展を展示します。

ワークショップ

★らくがき診断 3月16日㈯ 13:30〜15:00
お子様の落書きをお持ちください
★こね・ぐちゃ小麦粉遊びでパン作り？ 事前申込み
3月17日㈰ ①13：00〜12：00②13：30〜15：00
対象：２歳から小学３年生、定員：各回先着２０名※2/11受付開始

冬の星空と星座のおいたち

投影日時● 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）は無料です。

パソコン教室

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）

超初心者からビジネス活用まで

役員さん！応援シリーズ

なるほど楽しいワード2010【全4回コース】

引継ぎデータの最大限活用法【2回コース】

1月23日㈬〜2月13日㈬ 9:30〜12:00
毎週水曜日
【全4回コース】
受講料 4,000円 テキスト代別途1,260円

おもしろパソコン塾デジタル写真自由自在

受講料2,000円

2月19日㈫〜3月12日㈫ 13:30〜16:00
毎週火曜日
【全4回コース】
受講料 4,000円 テキスト代別途2,100円

●今年こそパソコンを始めてみたい方、お気軽にご参加ください

入場無料

入場無料

〜お絵かき・造形発表展〜

3月6日㈬〜12日㈫
9:30〜16:30（最終日16：00まで）
場所：2F美術館
写真を趣味とし、愛好されている
方々の作品を展示します。
前回の展示の様子

1月16日㈬、18日㈮ 9:30〜12:00
<名簿・会計報告の修正、簡単書類>

昨年の展示品

2月22日㈮〜3月3日㈰ 9:00〜17:00（最終日16：00
まで）場所：
２F美術室
日本を代表する3人の写真家、海野 和男氏『昆虫』
・
小林 安雅氏『海の生物』
・叶内 拓哉氏『野鳥』は生
き物だけを撮ってきた方々です。3人の「生き物の
面白さを伝えたい」その想いのこもった写真をどう
ぞお楽しみください。

子どもは天才講座

入場無料

●手持ちのデータを即生かし、作り直すテクニックを習得

ほかにも親子で楽しみ、体験できるワークショップがいっぱい！

写真展

写友まゆ写真展

第13回上田創造館 入場無料
絵てがみ展〜絵手紙にまごころを託して

1月19日㈯ 9:30〜11:30
場所：4F科学実験室
ふっくらふわふわのカルメ焼き
を作ります。
対象：幼･保、小中学生とその保
護者（小学校高学年以上なら子
供だけでも可）定員：先着20名
※1月16日㈬までに電話またはFAXでお申し込み
ください。

（4日・5日のみ）
けん玉級位認定会開催！

B

前回の展示の様子

週末の理科室

はねつきなどを楽しみましょう！

２
月

入場無料

３
月

新春パソコンで生活いきいき！実演
1月15日㈫ 13:30〜15:00

4Fパソコン室

入場無料

パソコン事務実務テクニック
Word&Excel2010週末【全4回コース】

●マウスやキーボードの基本操作、インターネット検索など

はじめてのパソコン

3月9日㈯、10日㈰、16日㈯、17日㈰ 13:30〜16:00
受講料 4,000円 テキスト代別途2,100円
※全てのセミナーでパソコン持込可

1月21日㈪、28日㈪ 9:30〜11:30
4Fパソコン室 受講料2,000円

上田創造館おもしろ科学少年団 平成25年度創造館おもしろ科学少年団
今年も新たに団員を募集します。

【申し込み】3月3日㈰〜8日㈮ 直接上田創造館 受付窓口へお申し込みください（先着順）
①科学体験あそび
②地層・化石・鉱物
③科学工作（電子工作など）
活動は4月スタート
【対象・定員】小学生・中学生 ◇各グループ15名
詳細は、ホームページをご覧いただくか、
【年会費】2,000円（通信費・活動のための保険など）
※別途材料費が必要です。 受付窓口へお問い合わせください。
3月4日㈪は、
定期清掃のため休館

その他にも各種パソコン教室、週末の理科室、星空観望会など、楽しい催し物を
開催しています。詳しくはホームページまたは電話でお問い合わせください。
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障がいのある方へ最適な福祉サービスを
広域連合では、障がいのある方が必要な時に最適な福祉サービスを受けられるよう、市町村とともに取り組んでいます。
障がいのある方は、お住まいの市町村で障害程度区分認定の申請をし、広域連合で行う審査・判定を経て、市町村の
認定を受けることで、一人ひとりに合った福祉サービスを利用することができます。
申 請 から決 定 までの流 れ

申

請

認定調査
審査・判定
認

定

障害者介護給付費などのサービスを利用される方は、お住まいの市町村窓口で申請を
行います。
各市町村は、認定調査を行い、障害程度区分を判定（一次判定）します。
広域連合は、各一次判定の結果と、受診したことのある医師の意見書などを基に審査・
判定（二次判定）を行い、各市町村に通知します。

年 末 年 始 の 休 館 、休 業
施設名

休館・休業日

開館・開業日

TEL

●上田創造館

12月29日㈯から1月3日㈭まで

1月4日㈮から

23-1111

●大星斎場

12月31日㈪正午から1月2日㈬正午まで

1月2日㈬正午から

22-0983

●依田窪斎場

12月31日㈪正午から1月3日㈭まで

1月4日㈮から

42-4851

●上田クリーンセンター

12月30日㈰から1月3日㈭まで

1月4日㈮から

22-0666

●丸子クリーンセンター

12月30日㈰から1月3日㈭まで

1月4日㈮から

43-2131

●東部クリーンセンター

12月30日㈰から1月3日㈭まで

1月4日㈮から

63-6814

●清浄園

12月30日㈰から1月3日㈭まで

1月4日㈮から

22-2339

図書館利用について

各市町村は、二次判定の結果に基づき、認定を行います。
（件数）（合計者数）

障害程度区分認定件数 （年度別推移）
平成２１年度は「障害自立支援法※」スタート後の
初めての更新時期であり、過去２年の割合と比べ３．
5
倍に増えています。また２回目の更新時期となる今年
度も、例年に比べ申請件数が増えることが予想され
ます。
※平成18年からスタートした「障害者自立支援法」
は、このほど、
「障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律」
（障害者総合支援
法）に改正されます。一部を除き平成25年4月1日
から施行されます。
各市町村の申請・相談窓口
●上田市福祉課障害者福祉係
●上田市丸子地域自治センター健康福祉課福祉係
●上田市真田地域自治センター健康福祉課福祉係
●上田市武石地域自治センター健康福祉課福祉係

172

141

554

292

315

図書館システムの更新を行うため、下記の期間、利用者
登録や図書の貸出・返却・検索・予約などの業務ができな

500

くなります。
図書館によっては、休館日を除き、下記の期間でも閲覧、

400

学習などの利用ができる場合もあります。詳しくは各図書

300

館へお問い合わせください。

200

期間：12月24日㈪〜１月10日㈭

100

0

平成19年度

☎23-5158
☎42-1118
☎72-2203
☎85-2067

20年度

※1月5日㈯は臨時休業

21年度

22年度

23年度

●東御市福祉課福祉援護係
☎64-8888
●長和町保健福祉課福祉係
☎68-3111
●青木村住民福祉課住民福祉係 ☎49-1110

施設名

TEL

●上田市立上田図書館

22-0880

●上田情報ライブラリー

29-0210

●上田図書館創造館分室

27-1758

●上田市立丸子図書館

42-2414

●上田市立真田図書館

72-8080

●上田市立武石公民館図書室

85-2030

●東御市立図書館

64-5886

●長和町長門図書館

68-4400

●青木村図書館

49-0071

●坂城町立図書館

82-3371

●長野大学附属図書館

39-0005

●上田市塩田公民館

38-6883

※住民票や印鑑証明などの発行業務は通常どおり行います。

抽選で10人の方にプレゼント

問い合わせ： 介護障害審査課 ☎ 43 - 8813

あなたの声を
さい
聞かせてくだ

広域行政モニターを募集します

より開かれた広域行政を行うため、広域行政モニターを募集します。広域行政モニターの主な役割は、広報紙を
はじめ、
広域連合が行っている事務事業などに関する意見や提言をお寄せいただきます。
応募資格： 上田市、東御市、長和町、青木村、坂城町在住で、満 20 歳
（平成 25 年 4 月1 日現在）以上の方。
募集人数：１５人
（各市町村１〜5 人程度）
任
期：２年間
（平成 25 年 4 月1 日〜平成 27 年 3 月31 日）
応募方法： 次の①〜⑦の事項を明記の上、はがき、
ＦＡＸ、Eメールのいずれかの方法でご応募ください。
①郵便番号、②住所、③氏名（ふりがな）、④年齢、⑤性別、⑥電話番号、⑦簡単な応募理由
募集期限： 平成 25 年 1 月31 日㈭必着
そ の 他： 謝礼をお渡しいたします。
◆応募・問い合わせ： 上田地域広域連合事務局 企画課 ☎43-8818
Ｅメール :kikaku@area.ueda.nagano.jp
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FAX 42-6740

問題（広報紙をよく読んでね！○には1数字・文字が入ります）
① 資源循環型社会を目指すために○○に取り
組みましょう。
② 電気自動車などの○○○○設備に設置の
ルールができました。
③ 障がいのある方は、お住まいの○○○窓口
へ障害程度区分認定の申請をし、認定を受
けることで福祉サービスが利用できます。
【応募方法】はがき又はEメールに、①3つのクイズの答え、
②郵便番号・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、1月23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。
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【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
kikaku@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。

広報10月号の答えは、① 介 護 相 談 員 ② 水 分 ③
1 1 9 でした。
応募総数244通の中から、
10人の
方に、東御市「湯楽里館物産センター」から、八重
原産コシヒカリ「謙
太郎米」と地ビール
カレー詰め合わせを
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。
提供：上田地域観光協議会

うえだ地域歳時記

1月
1日㈫

田中地区元旦マラソン・ウォーキング

1日㈫

第42回元旦マラソン

3日㈭

音楽村ニューイヤーコンサート2013

5日㈯

新春書き初め大会

東御市：田中コミュニティーセンター

3月
9

2月
2日㈯

武石アイスキャンドル祭

上田市：武石ともしび博物館

坂城町：文化センター

3日㈰

スノーボールバトル2013＆戦国雪合戦

3日㈰

湯の丸スキー大会

3日㈰

第12回キッズレース

上田市：菅平高原リゾートセンター前グラウンド
東御市：湯の丸スキー場

上田市：信州国際音楽村
東御市：中央公民館

7日㈪・ 信濃国分寺八日堂縁日
8日㈫ 上田市：信濃国分寺

3日㈰

ついな

北向山節分会追儺祭
上田市：北向観音

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

16日㈯ ひめき雪まつり＆感謝祭

長和町：エコーバレースキー場

14日㈪祝・ 豊受大神宮 おたや祭り
15日㈫ 長和町：豊受大神宮周辺

ついな

3日㈰

生島足島神社節分追儺祭

3日㈰

消防団音楽隊第８回定期演奏会

3日㈰

第10回ぴよぴよレース

上田市：生島足島神社

東御市：東御市文化会館

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

（昨年の写真）

上田市：菅平高原スキー場

11日㈪ 鉄の展示館寄託品展
坂城町：鉄の展示館
まで

20日㈬ 第1回ブランシュカップＧＳ大会

16日㈯〜 坂城古雛まつり
4月21日㈰ 坂城町：坂木宿ふるさと歴史館・鉄の展示館

25日㈪ 知恵の団子

14日㈪〜 スノーハイク in 長和
3月の指定日 長和町：美ヶ原高原〜長門牧場〜たかやま

参加者
募集

20日㈬ 第５4回菅平シュナイダー記念スキー大会

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート
上田市：北向観音

下旬

スポーツレクリエーション祭2012「冬の部」

市民の森スケート場まつり

すいせんまつり

上田市：信州国際音楽村

入場無料
（小雨決行）

貸靴料金
一人1回300円

日

時 平成25年１月12日㈯ 9：00〜14：30
（スケート場は16：30まで営業）

場

所 「上田市市民の森スケート場」
（上田市芳田3780番地85）

内

容 元オリンピック出場スピードスケート選手とプロフィギュアスケーター

によるデモンストレーション。スケート講習会（1回目受付8：45〜、2回
目受付12：45〜）他氷上レクリエーション。とん汁の無料ふるまいもあ
ります。はし、おわんをお持ちください。
に
持 ち 物 帽子・手袋
（危険防止のため）
アルクマ ！
よ
主
催 スポーツレクリエーション祭2012実行委員会
あえる
東信教育事務所 ☎0267-31-0252
（月〜金）
お問合せ先 上田市教育委員会スポーツ推進課 ☎0268-23-6372

イベントについての問い合わせ
●上田市役所
☎２２-４１００
●上田市丸子地域自治センター ☎４２-３１００
●上田市真田地域自治センター ☎７２-２２００

☎080-5141-7783
（当日）

●上田市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

http://www.ueda-trenavi.jp

うえだ地域のイベント、観光情報は「観光NAVi」で検索！
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