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うえだ地域浪漫紀行～Take the “B”train～別所線で行こう
ろ ま ん
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上田市　東御市　青木村　長和町　坂城町 上田地域広域連合
シンボルマーク

　うららかな春、のどかな塩田平をガタゴトと別所線が走ります。別所線は上田温泉電軌
（後の上田電鉄）が別所温泉への交通手段として開業、今年で92年目を迎えます。かつ
ては、北は真田町（現上田市）、南は丸子町（現上田市）、西は青木村まで線路が敷かれ
ていましたが、何度かの存廃問題を経て、現在も上田地域の皆さんの生活や観光客の
足として活躍しています。

　桜色に染まる沿線を花びら舞い
散らして進んでいく電車。いつまで
もこの風景を残していきたいと思
わずにはいられません。
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ようこそ上田地域広域連合の
ホームページへ

9月
5日㈮～
5月6日㈪

13日㈯～
6月9日㈰ 

中旬

20日㈯ 

22日㈪

5日㈮～
21日㈰

上田城千本桜まつり
● うまいもん大集合
 （13日、14日、20日、21日）
● 夜桜スペシャルライブ（14日）
● 信州上田おもてなし武将隊
● ステージパフォーマンス（20日）
● 上田城太鼓まつり（21日）
 上田市：上田城跡公園ほか

上田市：別所温泉

東御市：梅野記念絵画館

長和町：鷹山

東御市：道の駅「雷電くるみの里」

長和町：八島～和田峠

5日㈰

11日㈯

12日㈰

中旬

第42回うえだこどもまつり

東御市子どもフェスティバル

こどもフェスティバル in びんぐし

天神山ツツジ祭り

プレ・第4回全国つるし飾りまつり
in 別所温泉

船山滋生展

鷹山ファミリー牧場オープン

緑のまつり

ビーナスライン開通

上田市：上田城跡公園

東御市：東御中央公園

坂城町：びんぐしの里公園

長和町：長久保宿一服処濱屋

19日㈰

25日㈯

下旬 

百体観音ふれあいウォーク

長門牧場祭

美ヶ原牧場放牧祭り

東御市：東御中央公園～八十番観音

長和町：長門牧場

上田市・長和町：美ヶ原高原

1日㈯～
16日㈰

1日㈯

9日㈰

上旬

15日㈯

中旬～
7月中旬

第８回ばら祭り

信州ルネッサンス2013

長和町映画祭

和田宿ステーション祭

それぞれの信州展（～8/25（日））

湯の丸高原つつじ祭り

坂城町：さかき千曲川バラ公園

上田市：信州国際音楽村

長和町：長和町町民センター

長和町：和田宿ステーション

東御市：梅野記念絵画館

東御市：湯の丸高原つつじ平

4月

5月

6月

上田地域統計データ

61,605世帯
158,155人

東御市 11,680世帯
31,262人

青木村 1,733世帯
4,663人

※長野県毎月人口異動調査 3月1日現在
長和町 2,700世帯

6,867人
坂城町 6,013世帯

15,932人

うえだ地域歳時記

25日㈭

29日㈪ 

29日㈪

27日㈯～
６月16日㈰

下旬

上田市・長和町：美ヶ原高原

東御市：東町歌舞伎舞台

上田市：上田城跡公園、中心市街地

坂城町：鉄の展示館

長和町：松尾神社境内

美ヶ原高原開山祭

祢津東町歌舞伎公演

第31回上田真田まつり

人間国宝宮入行平生誕100年記念
近代彫刻の巨匠 平櫛田中（ひらぐしでんちゅう）

松尾神社相撲大会

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！

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

●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

20



至松本I.C

至松本I.C

岡谷I.C 岡谷J.C.T 中央自動車道 諏訪I.C
至東京

白樺湖

至名古屋

至佐久I.C

至東京

至軽井沢

東部湯の丸I.C・S.A

上信越自動車道
浅間サンライン

しなの鉄道

長野新幹線

しげの

たなか

おおや

うえだ

にしうえだ

さかき

千曲川

依
田
川

上
田
電
鉄
別
所
線

神
川上田・菅平I.C

上田バイパス

千曲川さかきP.A

坂城I.C

至長野I.C

更埴I.C

至長野

至麻績I.C

長野
自動
車道

至松
本I.C

更埴J.C.T

上田市

青木村

長和町

東御市

坂城町

平井寺トンネル

三才山トンネル

内村川

小屋坂トンネル

至須坂・長野

坂城町立図書館

青木村図書館

坂城町役場

青木村役場

上田市役所

上田市丸子地域自治センター

上田市武石公民館図書室

上田市武石地域自治センター

長和町役場和田庁舎

上田市立真田図書館

上田市真田地域自治センター

東御市立図書館
東御市役所

上田市立丸子図書館

上田図書館創造館分室

上田情報ライブラリー
上田市立上田図書館

長和町役場長門庁舎
長和町長門図書館

大星斎場
人体火葬炉４基
ペット火葬炉1基

清浄園
上田市、東御市（北御牧地区を
除く）、青木村、長和町のし尿
と浄化槽汚泥（農業集落排水
を含む）を処理しています。

上田創造館
文化をはじめ、教育やスポーツ、レクリ
エーションなど、複合機能を備えた文化・
コミュニティー育成の拠点施設です。

丸子クリーンセンター
上田市（丸子・武石地域）、長和町から
収集した燃やせるゴミを焼却。
1日に１６時間で２０トンのゴミを処理
できる准連続炉を２基備えています。

上田クリーンセンター
上田市（上田・真田地域）、青木村から収
集した燃やせるゴミを焼却。
１日に24時間連続運転で100トンのゴミ
を処理できる炉を2基備えています。

依田窪斎場
人体火葬炉２基
ペット火葬炉１基

東部クリーンセンター
東御市（北御牧地域を除く）から収集し
た燃やせるゴミを焼却。
1日に８時間で15トンのゴミを処理でき
る機械化バッチ炉を２基備えています。

地域づくりは市町村の枠を越えて…

広域連合を紹介します

　広域連合は、市町村の枠を越え、連携・協力し、効率的で質の高いサービスを地域の皆さんに提供するための特別地
方公共団体です。
　上田地域広域連合は、上田市、東御市、青木村、長和町、坂城町で構成されています。当広域連合は、長野県内初、全
国で１１番目の広域連合として、平成10年4月に設置されて今日に至っています。

広域連合ってなに？

　より良い住民サービスを行うため、市町村が単独で行うよりも効率的な仕事（消防、介護障害認定・介護相談員の派
遣、ごみ処理施設・し尿処理施設の設置運営など）を市町村の共同処理事務として広域連合が行っています。
　また、本来市町村が行っていなかった事務（図書館ネットワークの整備・運営、広域的な観光振興、ふるさと基金事業）
なども広域連合の仕事の一つです。

広域連合の仕事って？

上田中央消防署
（消防本部＝写真）
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

地域の安全を守るため、消防本部を中心に８の消防署があ
ります。消防車両21台、救急車両11台などを配備し、相互に
連携をとりながら万が一に備えています。

上田地域広域連合消防本部

上田地域広域連合事務局
事務局では、広域連合議会や各行政委員会の運営、
地域全体に係わる地域づくり、介護保険や障がい者
介護給付に係わる業務、ごみ処理の広域化に係わる
業務などを幅広く行っています。

上田市丸子地域自治センター4階にある事務局
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　広域計画とは、その住民に対して、広域連合が掲げる目標や事務処理の方針
を具体的に示し、広域連合と市町村がお互いに役割分担し、機能的に事務処理
を行っていく指針となる計画です。

　広域連合の各事業について、ホームページや広報紙でお知らせします。

広域計画ってなに？

　この度、平成25年度から平成29年度までの5年間を計画期間とする第4次
広域計画を策定しました。
　自然・文化・人のハーモニー「参加と連携」の活力ある地域を目ざして、上田地
域の将来像を5つの柱にまとめました。

第4次広域計画のあらまし

上田地域広域計画

介護認定事務を適正に行うとともに、介護保険制度の周知を行います。

介護認定調査、介護認定審査会

介護老人福祉施設などへの訪問、介護相談員の養成、人員体制の整備を
行います。

介護相談員派遣

障害者介護給付費等の審査を行うとともに、障がい者の日常生活や社会
生活を総合的に支援することができるよう、関係市町村と連携を図ります。

障害者介護給付費等審査会

安心・安全な救急医療体制を構築するため、休日などに重症救急患者の診
療を受け入れている病院群輪番制病院に対し、補助金の交付を行います。

病院群輪番制病院への補助

地域の一体的な発展を目指すため、広域的な振興施策を進めます。

上田地域の広域行政

市町村や観光団体、企業などと連携しながら広域的に観光振興を行います。

観光振興

広域的な保健福祉や、広域的なごみ処理の推進についての調査研究のほ
か、緊急性の高いテーマについて調査研究を行います。

調査研究

上田創造館の適正な管理運営を行います。地域の科学館を目指し、校外
学習と地域住民の利用促進、長期的な管理運営ビジョン策定を行います。

上田創造館

関係市町村の公共図書館や小中学校などを結ぶ、図書館情報ネットワーク
を安全に運営するとともに、ネットワークの活用と整備の促進や図書館利
用増進の調査研究を行います。

図書館情報ネットワーク

上田市、東御市、青木村、長和町などからの出資などにより積み立てられ
ている、ふるさと基金及び運用益の活用により、広域的に必要な事業を行
うとともに、安全を最重視した基金運用に努めます。

ふるさと基金事業

健康で生きがいと
やすらぎのある
地域づくり

参加と連携で
一体的に発展する
開かれた
地域づくり

個性豊かな
人と文化を育む
生涯学習の
地域づくり

快適で安全な環境と
うるおいのある
地域づくり

地域に根ざした
産業と活力ある
地域づくり

自然・文化・人のハーモニー
「参加と連携」の
活力ある地域をめざして

柱
上田地域の将来像

５つの柱

市町村などと協力しながら道路の計画的な整備を進めます。

幹線道路網構想・計画

市町村が土地利用計画などを策定又は変更する際の調整を図ります。

土地利用計画の調整

住宅防火・防災対策や救急業務の高度化の推進、救助業務の充実強化、消
防車両や資機材の整備充実、消防施設の整備や消防組織体制の強化を行
います。

消防

防災情報提供基盤の調査研究、地域におけるデジタル映像の共同利用の
取組や電子自治体の運用推進の研究を行います。

上田地域の情報化

清浄園の管理運営などを行います。し尿等処理量が減少している現状を
踏まえ、今後の施設のあり方や処理方法などについて検討します。

し尿処理施設「清浄園」

循環型社会の構築を目指し、ごみ減量化・資源化施策により、可燃ごみの減
量目標値の達成に努めるとともに、資源循環型施設の建設を進めます。

ごみ処理広域化計画

上田・丸子・東部クリーンセンターの適正な管理運営を行います。計画的な
点検、修繕、効率のよい施設の管理・運営を行い、施設の延命化を図ります。

ごみ焼却施設「クリーンセンター」

大星斎場と依田窪斎場の適正な管理運営を行います。
大星斎場については、平成25年度から指定管理者制度を導入します。

斎場

問い合わせ先：企画課 ☎43-8818

地域・社会参加

保健・医療・福祉

産業・労働

環境・生活基盤

人・文化・人権
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平成25年度

歳　入
46億8,796万3千円
［＋4億8,554万1千円］

平成25年度

歳　出
46億8,796万3千円
［＋4億8,554万1千円］

平成25年度

予算総額
46億8,796万3千円
［＋4億8,554万1千円］

①負担金・分担金
36億8,204万4千円

（78.5％）［＋3億532万6千円］

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
3億8,311万2千円
（8.1％）［＋2,765万2千円］
●病院群輪番制病院運営事業等補助金
●図書館情報ネットワーク事業
●資源循環型施設建設候補地に係る
　調査計画委託
●老人福祉施設入居者居住費補助金
●広域連合広報紙発行（年4回発行）
●広域連合ホームページリニューアル

上田クリーンセンター費
5億7,919万7千円（12.4％）
［＋1億250万5千円］
●上田クリーンセンター焼却プラント
　修繕、点検業務

清浄園費 3億1,661万3千円
（6.8％）［△1億1,097万3千円］
●清浄園施設修繕事業

東部クリーンセンター費
2億3,194万8千円（4.9％）
［＋314万5千円］
●東部クリーンセンター焼却
　プラント修繕、点検業務

丸子クリーンセンター費
2億1,218万7千円（4.5％）
［＋2,761万円］
●丸子クリーンセンター焼却
　プラント修繕、点検業務

創造館費
9,449万4千円（2.0％）
［△298万9千円］
●指定管理料

大星斎場費
9,178万2千円（2.0％）
［△3,400万8千円］
●大星斎場施設改修工事、
　指定管理料

依田窪斎場費
3,636万4千円（0.8％）
［△822万3千円］
●指定管理料

ふるさと基金特別会計
3億5,965万8千円（7.7％）
［＋3億3,409万7千円］

介護保険特別会計
2億2,211万9千円
（4.7％）［＋723万6千円］
●介護認定審査会の運営
●介護認定調査業務
●介護相談員派遣事業

消防特別会計
21億6,048万9千円（46.1％）
［＋1億3,948万9千円］

一般会計
19億4,569万7千円（41.5％）

［＋471万9千円］

※（　　） 構成比、
　［　　］ 前年度比較増減
　　● 主な内容

●佐久総合病院佐久医療センター
施設等整備事業補助金
●医師の確保等の支援に関する事業
●上田地域観光振興及び観光パンフ
レット作成事業
●スポーツレクレーション祭事業

●消防車両の更新
●消防・救急無線デジタル化関連経費
●高機能消防指令装置整備事業
●大規模災害対応強化事業
　（資機材及び運搬車両など）

特別会計
27億4,226万6千円

（58.5％）
［＋4億8,082万2千円］

● 上田クリーンセンター焼却プラント修繕及び
 点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・290,000
● 清浄園施設修繕事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,000
● 東部クリーンセンター焼却プラント修繕及び
 点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135,404
● 丸子クリーンセンター焼却プラント修繕及び
 点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94,600
● 大星斎場施設改修工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,750
● 大星斎場指定管理者委託等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62,259
● 創造館指定管理者委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71,800
● 依田窪斎場指定管理者委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,000
● 病院群輪番制病院運営事業等補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,834
● 図書館情報ネットワーク事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34,018
● 資源循環型施設建設候補地に係る調査計画委託・・・・・・・・27,878
● 老人福祉施設入居者居住費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,467
● 広域広報発行事業（年4回発行）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,800
● 広域連合ホームページリニューアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000

■ 消防特別会計
● 消防車両の更新（真田署高規格救急自動車、上田中央署はしご車オーバーホール）・・・61,000
● 消防・救急無線デジタル化関連経費（共同整備分：長野市委託事業）・・64,122
● 消防・救急無線デジタル化関連経費（単独整備分：真田中継局、上田中継局）・・・・・6,000
● 高機能消防指令装置整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,000
● 消防本部庁舎等増改築事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・900
● 大規模災害対応強化事業（資機材及び運搬車両等）・・・17,927
■ 介護保険特別会計
● 介護認定審査会の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78,911
● 介護認定調査業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63,764
● 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）・・・・・3,439
■ ふるさと市町村圏基金特別会計
● ふるさと基金特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,050
● 医師の確保等の支援に関する事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000
● 上田地域観光振興及び観光パンフレット作成事業・・・・・・・・・2,000
● スポーツレクレーション祭事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・340,000
● 佐久総合病院佐久医療センター施設等整備事業補助金

一　　般　　会　　計 特　　別　　会　　計(単位：千円） (単位：千円）

主

　な

　事

　業

①負担金・分担金▶広域連合規約に定め
られた負担割合により、各市町村が負
担する金額です。

② 繰入金▶他会計や基金などから繰り入
れられる収入です。

③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。

④ 諸収入▶預金利子や受託事業収入、収
益事業収入などです。

⑤繰越金▶前年度から今年度へ繰越す金
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。

⑧財産収入▶所有する財産の貸付や運用
等による収入です。

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 補助費等▶各種団体に対する助成金や
負担金、保険料などの経費です。

⑬ 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。

⑭ 扶助費▶職員に係る児童手当など社会
保障制度の一環として支出される経費
です。

⑮ 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。

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に積
み立てる金額です。

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
72.2
19.5
3.0
5.2
0.1

36億8,204万4千円
26億5,925万0千円
7億1,853万8千円
1億0,976万5千円
1億9,058万5千円

390万6千円

⑦連合債 1,430万円
（0.3％）［△1億3,230万円］

⑧財産収入 961万4千円
（0.2％）［△1,177万3千円］

⑤繰越金
8,211万8千円
（1.8％）［＋1,591万8千円］

⑥国庫・県支出金
6,312万2千円
（1.3％）［△47万7千円］

②繰入金
3億4,342万8千円（7.3％）
［＋3億3,857万5千円］

③使用料・手数料
3億3,282万8千円
（7.1％）
［＋490万円］

④諸収入
1億6,050万9千円
（3.4％）
［△3,462万8千円］

⑨人件費
23億3,349万5千円
（49.8％）
［＋2億2,115万5千円］

⑰積立金
215万2千円（0.0％）

［△7万5千円］

⑮公債費
1,829万5千円（0.4％）
［△1億1,200万7千円］

⑭扶助費
2,703万7千円（0.6％）
［＋21万2千円］

⑪維持補修費
5億1,024万2千円
（10.9％）
［＋1億2,953万3千円］

⑩物件費
11億7,633万8千円（25.1％）
［＋4,970万4千円］

⑫補助費等
4億7,478万2千円
（10.1％）
［＋3億4,126万9千円］

⑬普通建設事業費
1億1,092万2千円
（2.4％）
［△1億4,325万円］

⑱予備費
2,470万円（0.5％）

［△300万円］

⑯貸付金
1,000万円（0.2％）
［+200万円］

　広域連合議会2月定例会が、２月２0日から２月２２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
において開催されました。
　定例会では、東御市議会選出議員の改選に伴い、広域連合議会副議長の選挙が行われ、青木周次議員が新たに副議
長に就任しました。
　また、次期広域計画や、平成２４年度補正予算案及び平成２５年度当初予算案など、合計１５件の議案が提出され、全
ての議案について可決されました。

平 成 2 5 年 度 当 初 予 算 の あ ら ま し
●厳しい景気動向及び関係市町村の財政状況などを念頭に置き、全ての事務事業の必要性及び効果などについて
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46億8,796万3千円で、前年度と比較して11.6％増
額（4億8,554万1千円）となりました。
●一般会計の予算総額は19億4,569万7千円で、前年度と比較して0.2％増額（471万9千円）となり、特別会計の
予算総額は27億4,226万6千円で、前年度と比較して21.3％増額（4億8,082万2千円）となっています。
●特別会計予算が増額となった主な理由は、佐久総合病院佐久医療センター施設への整備費の補助、消防・救急無線
デジタル化関連及び大規模災害対応強化事業の経費が大きくなったためです。

2月定例会

●消防車両の更新
●消防・救急無線デジタル化関連経費
●高機能消防指令装置整備事業
●大規模災害対応強化事業（資機材及び運搬車両等）

●介護認定審査会の運営
●介護認定調査業務
●介護相談員派遣事業

●ふるさと基金特別会計
●医師の確保等の支援に関する事業
●上田地域観光振興及び観光パンフレット作成事業
●スポーツレクレーション祭事業
●佐久総合病院佐久医療センター施設等整備事業補助金

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
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　平成２４年４月から１０月までの７か月間における財務に関する執行状況、とりわけ現金取扱業務・予算執行状
況・財産管理状況・施設管理状況について、適正かつ効率的に執行されたかに主眼を置き、一般会計及び特別会
計における現金取扱施設４施設及び１消防署について、監査を実施しました。

（平成２5年２月末現在）

平成24年度定期監査の結果
●監査の概要

　財務に関する執行状況、施設管理状況、とりわけ現金取扱事務については、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） 金庫の鍵の保管方法、金庫の設置場所について、適切な方法と場所を検討されたい。また、金庫の鍵の管理

については、所属長において担当職員とともに保管方法を再確認し、金庫内の状況についても随時確認する
こと。

（２） 現金を扱う場合には、その取扱いに留意し、金融機関への納入は、適時適切に行うこと。また、指定管理施設
についても、適切な管理運営が行われるよう留意されたい。

●監査の結果

　広域連合施設の収納管理を下記の業者に委託しています。
●収納管理委託

　平成24年中に情報公開・個人情報保護制度の開示請求はありませんでした。
●情報公開などの開示

条 例 等 の 一 部 改 正
● 特別会計条例及び上田地域広域連合ふるさと市町村圏基金条例
 　上小地域ふるさと市町村圏計画満了により、同計画に基づき造成した「上田地域広域連合ふるさと市町村圏基金」

から「上田地域広域連合ふるさと基金」へ名称変更を行うことに伴う改正を行いました。

● 上田創造館条例
 　暴力団の活動を助長し、またはその運営に資すると認められると

き、施設使用許可を与えない旨の条項を加えました。

● 上田地域広域連合障害者介護給付費等審査会の委員の定数等を定
める条例
 　平成２５年４月１日から、「障害者自立支援法」が「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」に改正されるこ
とに伴う条例の一部改正を行いました。

● 上田地域広域連合一般廃棄物処理施設の技術管理者に関する条例
 　関係法の一部改正に伴い、上田地域広域連合が設置する一般廃

棄物処理施設に置く技術管理者の有すべき資格を定めました。

● 上田地域広域連合議会委員会条例
 　地方自治法で定めていた委員の選任などについて、条例で定めるよう改正しました。

● 上田地域広域連合議会会議規則
 　地方自治法の一部改正に伴い、本会議においても公聴会の開催や参考人の招致ができるとする手続などについ

て新たに定めました。

平 成 2 4 年 度 2 月 補 正 予 算

事 件 決 議 案
● 上田地域広域連合広域計画の改定
 　上田地域広域連合広域計画について、平成25年度から平成29

年度までの計画を定めました。

● 大星斎場の指定管理者の指定
 　大星斎場の指定管理者が次の者に指定されました。
 　【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２５年４月１日から平成２８年３月３１日まで

2月定例会

大星斎場

東御市議会選出議員の改選がありました
　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）

一　　般　　会　　計

特　　別　　会　　計

1,945,841

2,264,444

25,561

214,883

2,024,000

4,210,285

△ 4,495

△ 14,108

0

4,605

△ 18,713

△ 18,603

1,941,346

2,250,336

25,561

219,488

2,005,287

4,191,682

△ 5.1

6.4

△ 2.8

3.9

　6.8

0.7

補正前予算額
（10月補正後） 2月補正額 補正後予算額

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

一般会計補正予算（第3号）
 繰越金確定による増額、市町村負担金の減額
 事業費確定に伴う不用見込額の減額、地方公務員災害補償基金特別負担金、清浄園燃料費の増額など

介護保険特別会計補正予算（第1号）
 繰越金確定による増額、市町村負担金の減額 
 要介護保険認定支援システム改修費の増額

消防特別会計補正予算（第２号）
 緊急防災減災事業債、繰越金確定による増額、市町村負担金の減額
 早期退職者に係る退職手当負担金の増額、事業費確定に伴う不用見込額の減額

● 補正予算の主な内容

歳入
歳出

歳入
歳出

歳入
歳出

青木副議長

議会、監査、情報公開などに関する問い合わせ先：総務課 ☎43-8811

●総務委員会
　　青木 周次 （副議長・議会代表者会議員）
　　櫻井 寿彦

●保健福祉委員会
　　依田 俊良 （保健福祉委員会副委員長）
　　三縄 雅枝

委託先 内　容施設名

上田創造館

財団法人　上田市地域振興事業団

株式会社　信州さがみ典礼

株式会社　信州さがみ典礼

創造館の使用料など

斎場の使用料など

斎場の使用料など

上田創造館

大星斎場

依田窪斎場
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119こちら消防本部

統括防火（防災）管理者を定めましょう

　平成２４年中、上田広域管内の火災件数は６８件でした。前年の９４件に比べ、２６件の大幅な減少となりました。しかし、
昨年の９月に発生した上田市立浦里小学校の大規模火災では、貴重な財産が失われ、大きな損害となりました。
　出火原因別では、「たき火」によるものが非常に多く発生し、続いて「こんろ」による火災、「たばこ」による火災となって
います。
　これからの季節は、空気が乾燥し、風の強い日が続きます。過去には「たき火」の不始末が建物や林野に燃え移り、大規
模な火災を引き起こしています。風の強いときなどの「たき火」はやめましょう。また、「たき火」を行うときはお近くの消
防署へ届出をしましょう。

　水では消火できない油などの危険物火災に対応する化学車（化学消防ポン
プ自動車）と熱画像直視装置が上田中央消防署に導入されました。

化学車と熱画像直視装置を配備

　建物全体の防火管理体制があいまいな雑居ビル等（※１）を中心として多数の死者を伴う火災が相次いで発生してい
ることや、東日本大震災により、大規模・高層ビル（※２）などに大きな被害があり、ビル全体の防火・防災管理体制の強化
を図るため、消防法が改正されました。
※１： 雑居ビル等とは、管理権原（建物の所有者、貸借人）が分かれたテナント

などが混在したビル等のこと。今回の改正では、高さ31ｍを超える全
てのビル、5階以上の雑居ビル等、３階以上で入所型福祉施設が入所し
ているビルが対象となります。（上田広域管内では123施設が対象）

※２： 大規模・高層ビルとは、管理権原者が分かれたビル等のこと。今回の改
正では11階以上で延べ面積が１万㎡以上、5～10階建で延べ面積が
2万㎡以上、4階建以下で延べ面積が5万㎡以上の建物等が対象とな
ります。（上田広域管内では１施設が対象）

　この装置は、熱を感知して温度が高け
れば高いほど赤く、低ければ低いほど青
く、その強弱を画像化して表示すること
で、視界が悪いところでも室内の様子な
どを見ることができます。（＝写真中央）
　この装置の導入で、火災現場の煙が
充満した室内などでも素早く要救助者
を発見したり、天井裏や壁の中など見え
ない火元や残り火などを探し当てること
ができます。

上田中央
消防署

　上位３つのほか、電気関係、放火（疑いも含む）、暖房器具関係なども原因となってい
ます。皆さんが生活する中には、火災につながる様々な原因がひそんています。一人ひ
とりが「火事を起こさない」心がけを強く持ち、火の取り扱いに注意することが大切です。

たき火をする時は事前に管轄する消
防署へ届出をしましょう。火災が発生
しやすい気候のときは自粛をお願い
する場合もあります。

1位 たき火による火災（20件）

● たき火をする時はその場を離れない
● 風が強い日はたき火を控える
● 水バケツ等消火できる準備をする

最近のこんろは過熱防止装置や立ち
消え安全装置などの安全装置が付
いています。火災を防ぐ一助となり
ます。

2位 こんろによる火災（7件）

● 調理中はその場を離れない
● こんろの周りを整理・整頓する
● グリル内の清掃をこまめにする

寝たばこや火を完全に消さずにゴミ
箱などに捨ててしまい火災になった
事例があります。消火まできちんと
行うことが大切です。

3位 たばこによる火災（5件）

● たばこは完全に消火してから捨てる
● 寝たばこは絶対にしない
● たばこの投げ捨てはしない

火災の原因はこんなに多い！
出火原因別火災発生件数と割合

たき火【20件】

コンロ【7件】

不明・調査中
【7件】

その他【6件】

たばこ【5件】

こたつ【1件】

ボイラー・ファンヒーター【1件】

ストーブ【2件】

風呂かまど【2件】

放火疑い【2件】

放火【3件】

薪ストーブなどの取り灰など【3件】

溶接機など【3件】

電灯・電話の配線【3件】

凍結防止器具など【3件】

Q： どう改正されたの？
A： 雑居ビルや大規模な高層ビルには、建築物全体の防火管理を行う「統括防火（防災）管理者」
の選任・届出が義務付けられました。

Q： 統括防火（防災）管理者って何をするの？
A： 統括防火（防災）管理者は各テナントなどの防火管理者の中から選任し、建物全体の防火管
理にかかる消防計画の作成や、建物全体の避難訓練の実施などを行います。

Q： 手続きは？
A： 建物を管轄する消防署に統括防火（防災）管理者の届出をします。改正された消防法は、平成
26年４月１日からの施行ですが、平成２５年４月１日から届出することができます。 

※統括防災管理者に
　ついても同様です。

　危険物火災では、水と消火薬剤を混合した泡を放出し
て、酸素を遮断して消火します。
　この化学車には、水1,500リットルと消火薬剤500
リットルが積載されており、危険物火災から一般火災ま
で幅広く対応できる仕様になっています。

化学車は
すごい

熱画像直
視装置

ってなに？
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　観光立県長野の東の玄関口に当たる上田地域。豊かな自然をはじめ、歴史ロマンあふ
れる史跡や情緒ある街並みなど、誇るべき我々の郷土は多くの観光客を喜ばせていま
す。上田地域をより多くの人に知ってもらい、訪れてもらうため、広域連合では市町村と
協力して観光キャンペーンなどの取組を行ってきました。
　上田地域の知名度は？どんな場所が人気なの？平成24年度の一年間の取組と観光
キャンペーンにおいてのアンケート調査結果を報告します。

魅力ある観光地づくりを目指して

長野県観光PRキャラクター
アルクマ

●問い合わせ先　　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

上田中央消防署 .............☎26-0119
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

平成２５年４月1日から

　消防本部予防課、東御消防署、依田窪南部消防署で取り扱っていた一部の業務を、消防本部予防課で集約すること
になりました。
　以下の事柄については、受付窓口が消防本部予防課となりますので、届出などの際はご注意ください。

① 危険物施設などの設置許可、変更許可、完成検査、仮貯蔵・仮取扱い
及び仮使用に関する申請受付事務

② 建築許可などにかかる消防同意審査事務
③ 消防設備の設置の届出、検査、事前相談などに関するなど事務
④ 防火対象物の特例認定に関する事務
★ご不明な点は、消防本部予防課またはお近くの消防署へお問い合わせください。

　突然、心臓や呼吸が止まってしまった人を救うためには、付近に居合わせた人の早い応急手当が救命率の向上につな
がります。もちろん何の心構えもなく、突然目の前で人が倒れたら、戸惑ってしまうことでしょう。
　そこで、一度応急手当を体験しておけば、自信をもって応急手当ができます。万が一のときのために救命講習を受講
してみませんか。

定期普通救命講習のご案内

4月27日土

5月25日土

6月22日土

7月27日土

8月24日土

10月26日土

11月23日土

12月21日土

1月25日土

2月22日土

3月22日土

開催日 講習時間・申し込み方法

平成25年度  定期普通救命講習会日程

※開催日は毎月第４土曜日（１２月のみ、第３土曜日）。開催日については変更する場合があります。
　団体などで受講を希望する場合は、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からダウンロード

ができます。） http://www.area.ueda.nagano.jp
講習費用●無料

　上級救命講習会を9月に開催
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。

旅フェア日本 2012
開催場所：豊島区池袋サンシャインシティ
開 催 日：11月９日金～11日日

全国ふるさとフェア2012
開催場所：横浜市横浜赤レンガ倉庫
開 催 日：１1月3日土、4日日

大阪アウトドアフェスティバル2013
開催場所：大阪市インテックス大阪
開 催 日：3月9日土、10日日

ＭＲＯ旅フェスタ2012
開催場所：金沢市石川県産業展示場
開 催 日：６月３０日土、７月１日日

RKBラジオまつり2012
開催場所：福岡市福岡タワー前イベント広場
開 催 日：１０月２０日土、２１日日

担 当 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

上田南部消防署

上田東北消防署

川 西 消 防 署
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夏の部
秋の部
冬の部

平成25年7月13日㈯
平成25年9月 8日㈰
平成26年1月11日㈯

無　料

開  催  時  期内　容 参  加  対  象  者 場　　　所 参 加 費

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。

≪上田地域広域連合ふるさと基金運用益活用事業≫
主催：スポーツレクリエーション祭２０１３実行委員会、上田地域広域連合
共催：上小スポーツ推進委員協議会、東信教育事務所、上田市・東御市・青木村・長和町各教育委員会

詳細は、ホームページ、チラシなどでご案内します。大勢の方のご参加をお待ちしています！

年間スケジュール

スポーツレクリエーション祭2013　春の部
参加者
募集

平成２５年５月19日㈰ 受付時間：午前７時30分～８時
出発時間：午前８時30分から長いコース順に出発します。
東御中央公園芝生広場
①ぶらぶらコース（芝生広場⇔20番観音付近（横堰池上）【折返し】／12㎞）
②さわやかコース（芝生広場⇔50番観音【折返し】／18㎞）時間制限有り
③チャレンジコース（芝生広場⇔80番観音【折返し】／26㎞）時間制限有り
水筒・雨具・帽子・タオル・昼食など　※雨天時は屋内用のうわはきをご持参ください。東御中
央公園第一体育館でレクリエーションを行います。
４月8日㈪～５月10日㈮
東御市教育委員会生涯学習課スポーツ係（第一体育館）　TEL.62-2200　FAX.62-3417
参加者の氏名・住所・年齢・電話番号・参加コースを記入の上、電話またはFAXで直接お申し込
みください。（電話によるお申し込みは平日の午前９時から午後５時まで）

★

★
★

★

★
★
★

日 　 　 時

集 合 場 所
コ ー ス

持 ち 物

申 込 期 間
申し込み先
申込み方法

百体観音ふれあいウォーク in 東御市

アンケート調査結果

Q1▶ 上田地域を知っていますか？
どちらへ旅行されましたか？

問い合わせ先：企画課 ☎43-8818

知っている
79％

知らない
21％

Q2▶ 上田地域に行ったことがありますか？

ある
63％

ない
37％

横浜市編　対象者：395人

美ヶ原高原
20%

上田城
15%

別所温泉
14%

菅平高原・
菅平高原スキー場

18％

塩田平 5％

田沢温泉 5％

鹿教湯温泉 6％

海野宿 3％
湯の丸高原・湯の丸スキー場 6％

田沢温泉 5％
エコーバレースキー場 2％

ブランシュたかやまスキーリゾート 2％

番所ヶ原
スキー場 1％

和田宿 1%

美ヶ原高原
23%

上田城
20%

別所温泉
14%

菅平高原・
菅平高原スキー場

15％

塩田平 5％

田沢温泉 5％

鹿教湯温泉 4％

海野宿 3％

湯の丸高原・湯の丸スキー場 4％
沓掛温泉 2％

エコーバレースキー場 2％
ブランシュたかやまスキーリゾート 2％

番所ヶ原
スキー場 0％

和田宿 1%

観光地として定着した感じを受けます。
これからも継続的に観光キャンペーン
を続けていきたいですね。

福岡での信州人気は高く、テレビやラジオで定期
的な番組が組まれるほど。信州まつもと空港まで
の交通手段が整備されれば集客は見込めるかも!?

実際に足を伸ばした人は少ないみたい。
北陸新幹線が開通する平成26年に向け、多くのお客様
に訪れてもらうために、さらなる工夫が必要ですね。

上田地域の観光の現状は、交通の整備により東京から日帰りができるように
なったから、宿泊客が減り一人当たりの観光消費額が低下しているんだ。
まだまだ魅力的な観光スポットなどがあるのに、十分に情報発信できていな
いことも原因だね。

でもそれは地理的に恵まれている
とも言い換えられるよね。
どうすれば上田地域の観光を盛り
上げられるのかな？

現在、長野県、市町村、観光関連団体などが一緒にこ
れからの観光について知恵を出し合ってるんだ。

<これからの観光>
●観光を担う人づくり
●ニーズに対応した観光の高付加価値化
●来訪者にやさしい基盤づくり
●魅力を活かした誘客・交流の促進
●外国人旅行者の誘致と受入体制づくり

地域全体で観光を意識することで、一人でも多くの
人に上田地域の魅力を伝えたいですね。

Q1▶ 上田地域を知っていますか？
どちらへ旅行されましたか？

知っている
51％

知らない
49％

Q2▶ 上田地域に行ったことがありますか？

ある
34％

ない
66％

福岡市編　対象者：278人

美ヶ原高原
29%

上田城
16%

別所温泉
10%

菅平高原・
菅平高原スキー場

16％

塩田平 4％

田沢温泉 5％

鹿教湯温泉 3％

海野宿 1％

湯の丸高原・湯の丸スキー場 7％
沓掛温泉 3％

エコーバレースキー場 1％
ブランシュたかやまスキーリゾート 1％

番所ヶ原
スキー場 3％

和田宿 1%

Q1▶ 上田地域を知っていますか？
どちらへ旅行されましたか？

知っている
66％

知らない
34％

Q2▶ 上田地域に行ったことがありますか？

ある
48％

ない
52％

金沢市編　対象者：249人

上田地域の魅力を伝えたい…

14 15



Q. ダイオキシン類って何？
A. 性質の似た有機塩素化合物を総称して「ダイオキシン類」と呼んでいます。物を燃やす過程で意図せず
に発生するもので、環境中に拡散し、毒性が強いことから環境汚染が大きな問題になっています。

Q. 人体への影響は？
A. 毒性が強く、発癌性、生殖毒性などさ
まざまな影響が考えられるとされて
います。

 ただし、日本人が１日に摂取してしま
うダイオキシン類の平均的な摂取量
は非常に微量なので、健康に悪影響
を及ぼすことはありません。

Q. どうやって体内へ摂取されてしまうの？
A. 日常生活におけるダイオキシン類の摂取経路
は、大気や土壌からなどもありますが、そのほ
とんどが食事からです。

Q. 上田地域の大気中のダイオキシン類の量は？
A. 平成12年1月に施行された「ダイオキシン類
対策特別措置法」に基づく削減対策により、環
境へのダイオキシン類の排出量は、大幅に減
少しています。

　上田地域における大気中のダイオキシン類測
定値は、国の厳しい環境基準値よりはるかに
低い測定結果です。 

　上田広域連合では、昨年６月に、し尿処理施設「清浄園」を廃止し、廃止した場合
の土地利用として、資源循環型施設建設候補地とすること、また、上田市内の２か
所の応募地に清浄園敷地を含めた一体的な土地利用について、新たな提案を行い
ました。
　この提案の内容を詳しく説明し、地域の皆様との意見交換するため、昨年11月
に当該自治会である諏訪部地区、12月に秋和地区、今年1月に周辺自治会の上塩
尻・下塩尻地区、そして2月に上田地域の住民の皆様に、順次説明会を開催しました。
　９回の説明会に、延べ650名の皆様にお集まりいただきました。参加された皆様

からいただいた多くの貴重な意見を、今後、取り組みに生かしてまいります。
　説明会当日の資料、会議概要（質疑意見など）については、ホームページをご覧ください。
ホームページアドレス：http://www.area.ueda.nagano.jp  

資源循環型施設建設候補地
地元自治会・上田地域全域への説明会を開催

問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎22-5530
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ごみ問題を考える

連載

（出典：関係省庁共通パンフレットダイオキシン類2012）

食品 98.5％
0.84pg-TEQ/kg/日

土壌 0.5％
0.0042pg-TEQ/kg/日

大気 1％
0.0090pg-TEQ/kg/日

 環境問題への関心が高まる中、皆さんの生活でもダイオキシン類について考える機会が増えていることと思われま
す。今回は上田地域のダイオキシン類の状況をお知らせします。

※pg(ピコグラム)　pgは1兆分の１gです。
※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。

どくせいとうかりょう

健康に悪影響を
及ぼすおそれが
ないとされる
1日当りの摂取量
4pg-TEQ/kg/日

1日に摂取する
ダイオキシン類の
平均的な摂取量

計  約0.85pg-TEQ/kg/日
諏訪部地区での説明会の様子

大気中のダイオキシン類の測定値
〔調査地点：上田市役所屋上〕　（単位：pg-TEQ/㎥）

（出典：上田市調査結果」）
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環境基準値  0.6

0.033 0.038 0.050
0.014 0.013

Q. 私たちができる対策は？
A. 発生するダイオキシン類の量を少しでも減ら
すことが重要です。

 ★ごみを減らし、リサイクルを進めましょう
 　私たちの毎日の生活からは、ダイオキシン類の発生の

原因となるごみが出されています。ごみを減らし、リサ
イクルを行うなど、私たち一人ひとりが環境に負荷を
かけない生活スタイルに変えていくことが大切です。 

 ★ごみの自己焼却はやめましょう
 　家庭や事業所のごみを自分で燃やすと、ダイオキシン

類が発生し、大気中に拡散してしまいます。燃えるごみ
は収集日に出すようにしましょう。 

抽選で10人の方にプレゼント

【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、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、①　　　②　　　　　③ 　
　　 でした。応募総数322通の中から、10人の
方に、上田市観光会館
より、「肉い親父の美味
だれメシ泥棒」「美味
いだれ」他詰め合わせ
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。

（広報紙をよく読んでね！○には1数字・文字が入ります）

① 平成２５年度から5年間の上田地域広域連
合○○計画を策定しました。

② 水では消火できない危険物火災に対応する
のが○○車です。

③ ３クリーンセンターで発生する○○○○○○
類は国が定める基準値を大きく下回ってい
ます。

3 R
町 村

急 速 充 電

【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。

市
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月

6
月

5
月

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。

6月3日㈪は、
定期清掃のため休館

鉄道模型フレンドパーク
5月3日㈮、4日㈯ 10:00～15:00
※車両の持ち込みはできません
場所：1F 文化ホール
鉄道模型愛好家グループの皆さんの協力で開催し
ます。鉄道大好きなお友達の皆さん、ご家族でお
出かけください。大きなNゲージが登場します！

陶磁展2013「今私が追ってるテーマ」
6月8日㈯～16日㈰ 10:00～17:00
場所：2F 美術館
東信地区の陶芸家10名が、各ブースに分かれ、
それぞれの個性を生かした展示をします。
 主催：上田創造館・陶磁○△□会

入場無料

おもしろ・ふしぎ体験広場＊に遊びに来ませんか？
6月8日㈯ 13:30～15:30  場所：1F エントランスホール
上田創造館科学ボランティアの皆さんと一緒におもしろ
体験ができます。お気軽にご参加ください。参加無料

●パソコンって何ができるの？
　始めてみたい方、お気軽にご参加ください

パソコンで生活いきいき！実演
4月9日㈫ 10:00～11:30　4Fパソコン室

●趣味発見！ おもしろパソコン塾

パソコン事務実務テクニック【4回・週末コース】
4月13日㈯、14日㈰、20日㈯、21日㈰ 9:30～12:00
受講料 4,000円　テキスト代別途 2,100円

なるほど楽しいエクセル【4回コース】
4月10日㈬～5月1日㈬
9:30～12:00
受講料 4,000円
テキスト代別途 1,260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）

第41回東信美術展
5月12日㈰～19日㈰ 9:00～17:00（最終日は16:00
で終了）　場所：１F 文化ホール
入場料：大人400円、小中学生・学生・障がい者・高齢
者（75歳以上）は無料
東信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。作品募集などについては東信美術会へお問
い合わせください。（小林：TEL.090-1406-2579）

入場無料

参加無料

春の星座と神話　10:00～11:00　4階プラネタリウム室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。参加無料 4月27日㈯

「春の星空とハチャメチャ宇宙旅行」
「夏の星空と星になった蛍」

【通常の投影時間】 土曜日 13:30～／15:00～　日曜日・祝日 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人につき保護者1人）は無料

プラネタリウムの番組案内

ゴ ー ル デ ン ウィーク 特 別 無 料 投 影
4月27日㈯～29日㈪、5月3日㈮～6日㈪

投影時間●月～土曜日13:30～／15:00～●日曜日11:00～／13:30～／15:00～

～6月16日㈰
まで

6月22日㈯から

～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！～

●暑中見舞い状作りを通して、ワード、エクセル、写真加工、
パソコンで挿絵描きを体験し、それぞれが作りたいオリ
ジナルのはがきを完成させます

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㈮ 9:30～12:00
毎週金曜日（全5回コース）　受講料 5,000円

なるほど楽しいインターネット【5回コース】
6月5日㈬～7月3日㈬ 9:30～12:00　毎週水曜日
（全5回コース）受講料 5,000円　テキスト代別途 1,260円

●写真を綺麗にとる・WEBにアップする・画像加工ソフト
Picasaを使う

デジタル写真加工と写真整理
6月10日㈪、17日㈪ 9:30～12:00　受講料 2,000円

モーターを使って
工作しよう
6月２２日㈯ 9:30～11:30
場所：4F 科学実験室
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（小学校
高学年以上なら子供
だけでも可）（先着20
人）※6月19日㈬まで
にお電話またはFAX
でお申し込みください。

参加無料

週末の理科室

前回の展示の様子

新しい自分を見つけよう！
※申し込み用紙は、当館窓口・ホームページからダウンロードできます

子どもは天才講座
絵画・造形教室

大人の科学体験クラブ 影絵クラブ「てんとう虫」

募集期間：4月14日㈰～4月30日㈫（9:00～17:00）

●対象：幼児（2歳）から就学前
（必ず親子で参加してくださ
い）●募集人員：25人●会費：年
間3,000円（保険代・材料費等）
●活動：5月～12月（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：どなたでも●募集人員：
20人（先着）●会費：無料●活
動：4月～平成26年3月（第４日
曜日13:30～15:30）●小学生
から幅広い年代層で活動し、原
案から台本作りなどの企画から
上演まで行っています。年間2
回ほどの公演もあります。

●対象：高校生以上●募集人員：
25人（先着）●会費：年間3,000
円（工作等は、別途費用）●活
動：毎月一回（年間の活動はメ
ンバーで話し合い決めていき
ます。）

各種
活動募集

講座の様子
講座の様子講座の様子

第25回農民美術作品展
5月10日㈮～16日㈭ 9:30～
16:30（最終日は16:00で終了）
場所：2F 美術館
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
5月11日㈯、12日㈰
10:00～12:00
13:30～15:30　各回5名
参加費1,000円（材料費）

昨年の展示品

昨年の展示品

イベント

参加無料

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
方が対象です。

昨年の様子 昨年の様子

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/

ご利用ください！上田図書館創造館分室
（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）】

楽しい発見がいっぱい！
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うえだ地域浪漫紀行～Take the “B”train～別所線で行こう
ろ ま ん

Vol.46
2013年4月

上田市　東御市　青木村　長和町　坂城町 上田地域広域連合
シンボルマーク

　うららかな春、のどかな塩田平をガタゴトと別所線が走ります。別所線は上田温泉電軌
（後の上田電鉄）が別所温泉への交通手段として開業、今年で92年目を迎えます。かつ
ては、北は真田町（現上田市）、南は丸子町（現上田市）、西は青木村まで線路が敷かれ
ていましたが、何度かの存廃問題を経て、現在も上田地域の皆さんの生活や観光客の
足として活躍しています。

　桜色に染まる沿線を花びら舞い
散らして進んでいく電車。いつまで
もこの風景を残していきたいと思
わずにはいられません。
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ようこそ上田地域広域連合の
ホームページへ

9月
5日㈮～
5月6日㈪

13日㈯～
6月9日㈰ 

中旬

20日㈯ 

22日㈪

5日㈮～
21日㈰

上田城千本桜まつり
● うまいもん大集合
 （13日、14日、20日、21日）
● 夜桜スペシャルライブ（14日）
● 信州上田おもてなし武将隊
● ステージパフォーマンス（20日）
● 上田城太鼓まつり（21日）
 上田市：上田城跡公園ほか

上田市：別所温泉

東御市：梅野記念絵画館

長和町：鷹山

東御市：道の駅「雷電くるみの里」

長和町：八島～和田峠

5日㈰

11日㈯

12日㈰

中旬

第42回うえだこどもまつり

東御市子どもフェスティバル

こどもフェスティバル in びんぐし

天神山ツツジ祭り

プレ・第4回全国つるし飾りまつり
in 別所温泉

船山滋生展

鷹山ファミリー牧場オープン

緑のまつり

ビーナスライン開通

上田市：上田城跡公園

東御市：東御中央公園

坂城町：びんぐしの里公園

長和町：長久保宿一服処濱屋

19日㈰

25日㈯

下旬 

百体観音ふれあいウォーク

長門牧場祭

美ヶ原牧場放牧祭り

東御市：東御中央公園～八十番観音

長和町：長門牧場

上田市・長和町：美ヶ原高原

1日㈯～
16日㈰

1日㈯

9日㈰

上旬

15日㈯

中旬～
7月中旬

第８回ばら祭り

信州ルネッサンス2013

長和町映画祭

和田宿ステーション祭

それぞれの信州展（～8/25（日））

湯の丸高原つつじ祭り

坂城町：さかき千曲川バラ公園

上田市：信州国際音楽村

長和町：長和町町民センター

長和町：和田宿ステーション

東御市：梅野記念絵画館

東御市：湯の丸高原つつじ平

4月

5月

6月

上田地域統計データ

61,605世帯
158,155人

東御市 11,680世帯
31,262人

青木村 1,733世帯
4,663人

※長野県毎月人口異動調査 3月1日現在
長和町 2,700世帯

6,867人
坂城町 6,013世帯

15,932人

うえだ地域歳時記

25日㈭

29日㈪ 

29日㈪

27日㈯～
６月16日㈰

下旬

上田市・長和町：美ヶ原高原

東御市：東町歌舞伎舞台

上田市：上田城跡公園、中心市街地

坂城町：鉄の展示館

長和町：松尾神社境内

美ヶ原高原開山祭

祢津東町歌舞伎公演

第31回上田真田まつり

人間国宝宮入行平生誕100年記念
近代彫刻の巨匠 平櫛田中（ひらぐしでんちゅう）

松尾神社相撲大会

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！

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

●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
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