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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

　生命の息吹く春、花の調べが聞こえてくる季節になりました。信州国際音楽村（上田市
丸子地域）では、すいせんが満開の時期を迎えています。公園に咲きそろった　すいせんは
約10万本。正面に浅間山を望む眺望と合わせ、上田地域の中でも屈指の絶景スポット
となっています。

うえだ地域浪漫紀行～  すいせんが奏でる春の調べ　信州国際音楽村
ろ ま ん
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信州国際音楽村では
4月20日㈰まで「すいせん祭り」が行われています。
すいせんのつみとり体験など楽しい催し物も同時開催中。
（問い合わせ先：信州国際音楽村 ☎42-3436）

環境にやさしいベジタブルインク
を使用しています
●再生紙を利用しています

ちょうぼう くっし

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

上田地域広域連合の
ホームページをリニューアルしました

4日㈮～
20日㈰

5日㈯

上田城千本桜まつり
● 第10回桜コンサート（５日）
● 上田城千本桜俳句会（～20日）
● 上田城千本桜まつり「遊芸の宴」
 （12日）
● 信州上田ゆかりのアーティスト
 ライブ（19日）
● 上田城太鼓まつり＜ジュニア編＞
　（20日）
 上田市：上田城跡公園ほか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

上旬 

1日㈰
～8日㈰

14日㈯

15日㈰ 

15日㈰

22日㈰

和田宿ステーション祭

信州ルネッサンス2014

中山道ツアーⅡ
～長久保宿から和田宿～

ストリートパフォーマンス
「夏の文化祭」

美ヶ原牧場放牧祭り

湯の丸高原つつじ祭り

長和町：和田宿ステーション

上田市：信州国際音楽村

長和町

上田市：上田  道と川の駅

上田市・長和町：美ヶ原高原

東御市：湯の丸高原

5月 6月

上田市 061,848世帯
157,309人

東御市 10,990世帯
30,184人

青木村 1,624世帯
4,439人

※長野県毎月人口異動調査 2月1日現在

長和町 2,456世帯
6,387人

坂城町 5,468世帯
15,043人

10日㈯

11日㈰

中旬

18日㈰

18日㈰

24日㈯・
25日㈰

31日㈯～
6月15日㈰

東御市：東御中央公園一帯

坂城町：びんぐしの里公園

長和町：長久保宿一服処濱屋

上田市：お屋敷公園

長和町

長和町：長門牧場

坂城町：さかき千曲川バラ公園

第11回東御市子どもフェスティバル

子どもフェスティバル in びんぐし

天神山ツツジ祭り

お屋敷つつじ祭り

中山道ツアーⅠ
～芦田宿から長久保宿まで～

長門牧場祭

第９回ばら祭り

13日㈰
まで

19日㈯～
6月15日㈰

20日㈰

25日㈮
15：00～

26日㈯

26日㈯・
27日㈰

上田市：池波正太郎真田太平記館

坂城町：坂木宿ふるさと歴史館ほか

坂城町：鉄の展示館

東御市：東御市文化会館サンテラスホール

長和町：八島～和田峠

上田市・長和町：美ヶ原高原

上田市：上田城跡公園ほか

風間完生誕95年記念 特別企画展
「画家　風間完」【第一期】

第９回坂城古雛まつり

SAKAKIの美術家７人展

東御市発足10周年記念式典・記念講演会

ビーナスライン開通

第６０回美ヶ原高原開山祭

第32回上田真田まつり
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上田地域統計データ

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

スポーツレクリエーション祭2014　春の部

平成２6年５月18日㈰   受付：午前７時30分～８時  出発：午前８時30分
東御中央公園芝生広場
①てくてくコース（芝生広場⇔1番観音／5㎞）
②ぶらぶらコース（芝生広場⇔20番観音／12㎞）
③さわやかコース（芝生広場⇔50番観音／18㎞）時間制限有り
④チャレンジコース（芝生広場⇔80番観音／26㎞）時間制限有り
４月7日㈪～５月9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
その他詳細は上記までお問い合わせください。（電話による問い合わせ：平日の午前９時から午後５時まで）
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百体観音ふれあいウォーク参加者募集
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平成26年度

歳　入
53億861万1千円
［＋6億2,064万8千円］

平成26年度

歳　出
53億861万1千円
［＋6億2,064万8千円］

平成26年度

予算総額
53億861万1千円
［＋6億2,064万8千円］

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
3億7,408万3千円
（6.9％）［△902万9千円］
●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事業（年4回発行）
●上田地域観光振興及び観光パンフレット作成事業

上田クリーンセンター費
5億722万7千円（9.6％）
［△7,197万円］
●焼却プラント修繕など

清浄園費
3億920万9千円（5.8％）
［△740万4千円］
●施設修繕など

東部クリーンセンター費
3億966万円（5.8％）
［＋7,771万2千円］
●焼却プラント修繕など

丸子クリーンセンター費
3億4,840万1千円（6.6％）
［＋1億3,621万4千円］
●焼却プラント修繕など

創造館費
9,307万3千円（1.8％）
［△142万1千円］
●指定管理料

大星斎場費
9,362万8千円（1.8％）
［＋184万6千円］
●施設改修工事・設備修繕
●指定管理料
●霊きゅう車の更新

依田窪斎場費
4,113万7千円（0.8％）
［＋477万3千円］
●設備修繕
●指定管理料

ふるさと基金特別会計
1億412万8千円（2.0％）
［△2億5,553万円］

介護保険特別会計
2億3,023万8千円
（4.3％）［＋811万9千円］
●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（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）

消防特別会計
28億9,782万7千円（54.6％）
［＋7億3,733万8千円］

一般会計
20億7,641万8千円（39.1％）

［＋1億3,072万1千円］

※（　　） 構成比、
　［　　］ 前年度比較増減
　　● 主な内容

●医師の確保等の支援に関する事業
●スポーツレクリエーション祭事業
●信州大学等との連携による医師確保事業
●一般会計繰出金（病院群輪番制病院後方支援
事業、病院群輪番制病院等救急搬送収容事業）

●高機能消防指令装置更新整備事業
●消防本部庁舎耐震化及び
　増改築事業・訓練塔建設事業
●消防車両の更新
　（東御署高規格救急自動車）

特別会計
32億3,219万3千円

（60.9％）
［＋4億8,992万7千円］

● 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
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⑨人件費▶議員や委員の報酬、職員の
給料、諸手当などの経費です。
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普通建設事業費▶施設の大規模改
修、消防車両の購入などに要する投
資的経費です。
⑫維持補修費▶施設の修理など維持
管理に係る経費です。
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繰出金▶ふるさと基金特別会計から
一般会計への繰出金です。
⑯扶助費▶職員に係る児童手当など
の経費です。
⑰貸付金▶医師研究資金などの貸付
に要する経費です。
⑱積立金▶基金に積み立てる金額で
す。
⑲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
69.5
21.1
3.1
6.2
0.1

38億1,564万 　円
26億5,220万3千円
8億 430万4千円
1億1,765万 　円
2億3,800万4千円

347万9千円

⑦財産収入 762万7千円
（0.1％）［△198万7千円］

⑧国庫・県支出金
14万8千円（0.0％）
［△6,297万4千円］⑤繰入金

1億5,326万円
（2.9％）［△1億9,016万8千円］

⑥繰越金
7,305万6千円
（1.4％）［△906万2千円］

②連合債
7億7,390万円（14.6％）
［＋7億5,960万円］

①負担金・分担金
38億1,564万円
（71.9％）［＋1億3,359万6千円］

③使用料・手数料
3億2,955万4千円
（6.2％）
［△327万4千円］

④諸収入
1億5,542万6千円
（2.9％）
［△508万3千円］

⑨人件費
20億7,612万4千円
（39.1％）
［△2億5,737万1千円］

⑰貸付金
1,200万円（0.2％）

［＋200万円］⑮繰出金
5,039万3千円（0.9％）
［＋5,039万3千円］

⑭公債費
5,419万8千円（1.0％）
［＋3,590万3千円］

⑪普通建設事業費
11億796万7千円
（20.9％）［＋9億9,704万5千円］

⑫維持補修費
5億8,737万6千円
（11.1％）
［＋7,713万4千円］

⑬補助費等
1億6,916万8千円
（3.2％）
［△3億561万4千円］

⑱積立金
207万4千円（0.1％）

［△7万8千円］

⑲予備費
2,670万円（0.5％）

［＋200万円］

⑩物件費
11億9,452万9千円

（22.5％）［＋1,819万1千円］

⑯扶助費
2,808万2千円（0.5％）
［+104万5千円］

●一般会計と３つの特別会計を合わせた全体の予算総額は、53億861万1千円で、前年度と比較して13.2％、6
億2,064万8千円の増額となりました。

●一般会計の予算総額は20億7,641万8千円で、前年度と比較して6.7％、1億3,072万1千円の増額となりました。
増額となった理由は、主に丸子クリーンセンター及び東部クリーンセンターの施設設備修繕費などによるものです。

●特別会計の予算総額は32億3,219万3千円で、前年度と比較して17.9％、4億8,992万7千円の増額となり
ました。増額となった主な理由は、消防特別会計予算の高機能消防指令装置更新整備事業費、消防本部庁舎耐
震化及び増改築事業・訓練塔建設事業費などによるものです。

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

上田地域広域連合議会

人 事 案 件

平 成 2 6 年 度 当 初 予 算 の あ ら ま し

●上田地域広域連合副広域連合長の選任について
 　長和町長選挙において再選された羽田健一郎長和町長（写真）が、上田地域広域連合

副広域連合長に選任されました。

上田地域広域連合議会
2月定例会

議会報告
　上田地域広域連合議会２月定例会が、２月２４日から３日間の会期
で開催されました。
　定例会では、上田地域広域連合副広域連合長の選任をはじめ、条
例案、平成25年度補正予算案及び平成26年度当初予算案等、合計
14件の議案が提出され、すべての議案について可決または同意さ
れました。

● 職員定数条例中一部改正
 　広域連合事務局に属する付属施設における指定管理者制度の導入や、事務事業の見直しによる職員数の変動に

対応するため、職員定数条例の一部改正を行いました。
● 上田地域広域連合特別職報酬審議会条例制定
 　行政委員等特別職の報酬を審議するための審議会条例を制定しました。
● 上田地域広域連合手数料条例中一部改正
 　平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、手数料条例の一部改正を行いました。
● 上田地域広域連合消防長及び消防署長の資格を定める条例制定
 　これまで政令で定めていた消防長及び消防署長の資格を、条例により定めるために制定しました。

用語メモ

①負担金・分担金▶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。

③使用料・手数料▶施設利用料や許可証等の交付
手数料です。
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。

用語メモ
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佐久医療センター整備に関する
調印式が行われました条 例

● 職員定数条例中一部改正
 　指定管理者制度の導入や、事務事業の見直しによる職員数の変動に対応するため

● 上田地域広域連合特別職報酬審議会条例制定
 　行政委員等特別職の報酬を審議するため

● 上田地域広域連合手数料条例中一部改正
 　地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたため

● 上田地域広域連合消防長及び消防署長の資格を定める条例制定
 　これまで政令で定めていた消防長及び消防署長の資格を、条例により定めるため

平 成 2 5 年 度 2 月 補 正 予 算

2月定例会

一　　般　　会　　計

特　　別　　会　　計

19億4,926万3千円

28億0,917万4千円

4億2,423万3千円

2億2,211万9千円

21億6,282万2千円

47億5,843万7千円

△ 6,132万4千円

5億6,96万5千円

0円

△ 247万5千円

5億6,344万0千円

4億9,964万1千円

18億8,793万9千円

33億7,013万9千円

4億2,423万3千円

2億1,964万4千円

27億2,626万2千円

52億5,807万8千円

19億4,134万6千円

22億5,033万6千円

2,556万1千円

2億1,948万8千円

20億0,528万7千円

41億9,168万2千円

補正前予算額（10月補正後） 2月補正額 補正後予算額 前年度同期予算額

（単位：千円）

合　　　　計

ふるさと基金特別会計

介護保険特別会計

消防特別会計

事 件 決 議
● 消防本部庁舎耐震化及び増改築事業　建築主体工事請負契約の締結について

契約の目的

消防本部庁舎耐震化及び
増改築事業　建築主体工事

青木・宮嘉特定建設工事共同企業体
代表者 青木建設工業株式会社
 代表取締役　青木英友

3億2,940万円

契約の金額 契約の相手方

一般会計補正予算（第２号）
　歳 入  繰越金確定による増額、損害賠償金（東京電力）確定による増額、市町村負担金の減額
　歳出  事業費確定による不用見込額の減額、給与等の減額、料金値上げによる電気料・燃料費の増額

ふるさと基金特別会計補正予算（第２号） 介護保険特別会計補正予算（第１号）
　歳入  繰越金確定による減額、諸収入の増額 　歳入  繰越金確定による増額、市町村負担金の減額
  　歳出  給与等の減額
消防特別会計補正予算（第２号）
　歳入  繰越金確定による増額、消防救急デジタル無線整備事業債の増額（前倒し）、市町村負担金の減額
　歳出  事業費確定による不用見込額の減額、給与等の減額、消防救急デジタル無線整備事業の委託料・工事

請負費の増額（前倒し）

● 補正予算の主な内容

議会、監査などに関する問い合わせ先：総務課 ☎43-8811

長和町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、長和町議会選出議員が下記のとおり改選されました。（敬称略）

●小川  純夫（おがわ  すみお）　総務委員会（議会代表者会議員）　　●栗原  暁史（くりはら  さとし）　保健福祉委員会

　２月２８日、上田地域広域連合並びに上田市、東御市、青木村、長
和町及び坂城町と長野県厚生農業協同組合連合会（JA長野厚生
連）は、佐久総合病院佐久医療センター施設等整備事業に係る補助
を行うに当たり、次の同意事項を盛り込んだ覚書を締結しました。
　JA長野厚生連は、佐久医療センターの運営に当たり、上小医療
圏及び佐久医療圏の三次救急医療機関として、次の事項に最大限
配慮するものです。

●上小医療圏及び坂城町からの救急患者受入体制の確保
●上小医療圏及び坂城町の医療機関との連携体制の充実
●上小医療圏の医療機関への医師や医療従事者の派遣努力及び
人材交流

　佐久医療センターを受診の際（緊急時を除く）は、かかりつ
けの医師からの紹介状が必要になります。紹介状を持たずに
佐久医療センターを受診すると、初診の際、別途料金（※初診
時保険外併用療養費）がかかります。

写真左から山村副連合長（坂城町長）、西藤長和副町長、
内堀代表理事長（JA長野厚生連）、母袋連合長（上田市
長）、花岡副連合長（東御市長）、北村副連合長（青木村長）

※初診時保険外併用療養費とは、佐久医療センターや信州上田医療センターなどの紹介病院（入院ベッド数が２００床以上と
なる病院）と診療所との役割分担をすることで、地域のみなさんにより質の高い医療を提供できるようにするための制度で、
紹介状を持たずに、受診をした初診の患者に対し、加算が認められています。

3月1日に佐久医療センターが開院しました
受診するには紹介状が必要です

　平成２５年４月１日から１０月３１日までの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２施設及び３消防署について、監査を実施しました。

平成25年度定期監査の結果
●概要

●結果
　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） 現金の管理については、引き続き複数の職員により確認を行うなど、細心の注意を払い適切に行うこ
と。また、金融機関への納入については、入金後速やかに行うよう留意されたい。

（２） 車両等の管理については、事故防止の観点から所属長においても随時状況を確認するなど、日々の点
検等が適正に行われるよう留意されたい。

（３） 公務災害による事故が例年と比較して増加していることから、特に消防関係の部署においては、訓練
時の装備の見直しを含めて安全管理体制を再検討するなど、事故を未然に防止するため必要な措置
の更なる徹底を図られたい。

一　　般　　会　　計

特　　別　　会　　計

1,949,263

2,809,174

424,233

222,119

2,162,822

4,758,437

△ 61,324

560,965

0

△ 2,475

563,440

499,641

1,887,939

3,370,139

424,233

219,644

2,726,262

5,258,078

△ 2.8

49.8

1559.7

0.1

36.0

25.4

補正前予算額
（10月補正後） 2月補正額 補正後予算額

1,941,346

2,250,336

25,561

219,488

2,005,287

4,191,682

前年同期
予算額

対前年増減率
（％）

（単位：千円）

合　　　　計

ふるさと基金特別会計

介護保険特別会計

消防特別会計

4 5



Q. なかなか温度が上がらず、分解が進みません。
A. 温度は気にする必要はありません。野菜類が多いとあまり温度が上昇せず、ゆっくりと分解が進み
ます。

Q. 「ぱっくん」は、どのくらいの期間使えるの？
A. 生ごみの投入量により異なりますが、1日約500gまでであれば、2～3か月程度継続して使用でき
ます。アンモニア臭がして、黒っぽい土のようになってきたら、そろそろ「ぱっくん」の処理能力の限
界です。新しい「ぱっくん」に交換しましょう。

Q. 使用済みの「ぱっくん」は、どのように処理したらいいの？
A. 使用済みの「ぱっくん」は、そのままでは堆肥として利用できませ
ん。土と混合し完熟させることが必要です。庭や畑がある場合は、
使用済みの「ぱっくん」を土と混ぜ、2か月程度寝かせることで有
機堆肥として活用できます。また、庭や畑がなく自宅で処理でき
ない場合は、使用済みの「ぱっくん」をビニール袋に入れて、「エ
コ・ハウス」にお返しください。（無償で引き取ります）

～循環型社会を目指して～ 上田地域のごみ問題を考える 20No.

　本紙26年1月号で、生ごみ堆肥化の取組～ダンボールコンポスト「わくわく
ボックス　ぱっくん」～を紹介したところ、「ぱっくんを買ってきました。さっそく
始めます。」「ボカシ菌を使った生ごみの堆肥化をしています。」など、“たくさん”
の声をお寄せいただきました。
　今回は、皆さんからの気になる質問にお答えします。「ぱっくん」を上手に使っ
て、この春、おいしい野菜や花を育ててみましょう。

Q. 臭いが気になります……
A. 微生物の分解能力を超える多量（500g超）の生ごみを一度に入れると、
 湿った土の臭いやカビ臭がします。
 未使用の「ぱっくん」を追加し、十分にかき混ぜましょう。
 生ごみの排出量が多い場合は、ダンボールコンポストをもう1つ用意し、交互に生ごみを入れましょう。

Q. 入れないほうが良いものってあるの？
A. 塩分を多量に含むもの（漬物など）、とうもろこしの芯、梅干や果物の大きな種、貝殻や骨などは避
けたほうが良いでしょう。

Q. カビが発生してしまった時の対処方法は？
A. 「ぱっくん」の表面にうっすらとカビが生えることがあります。これは微生物による分解が順調に行
われている証拠です。十分かき混ぜ、その調子で続けましょう。

Q. 小バエが発生してしまった時の対処方法は？
A. ①使用済みてんぷら油（必ず冷えたもの）などを入れると、温度が高くなり、虫は死んでしまいます。
 ②または、新しい「ぱっくん」を用意し、はじめからやり直してみましょう。
 　生ごみは新鮮なうちに「ぱっくん」に入れ、小バエなどの虫が「ぱっくん」に入らないよう、通気性
のある布でふたをしましょう。

 　毎日十分かき混ぜましょう。何日もかき混ぜないでいると、カビや虫が発生しやすくなってしまい
ます。

「ぱっくん」についての問い合わせ先
エコ・ハウス（エコサポート２１）　上田市天神3-11-31 上田クリーンセンター敷地内　☎23-5144
「ぱっくん」についての詳しい説明
　上田市HP：ホーム ＞ 暮らし ＞ ごみ ＞ エコ・ハウス ＞ ぱっくん(生ごみ堆肥化)
　http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20110830144902088.html

問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎43-8818

「ぱっくん」による生ごみ堆肥化 成功のポイント➡「毎日よくかき混ぜる」

「ぱっくん」をかき混ぜる 虫が入らないよう通気性のある布でふたをする

連 載

ダイオキシン類の測定結果をお知らせします

※1ng(ナノグラム)=10億分の１g（0.000000001グラム）

※TEQ（ティー・イー・キュー）........ダイオキシン類には２百数十種類の仲間があり、そのうちの２９種類に毒性があります。毒性
の強さはそれぞれ異なりますので、最も毒性の強いものを１として換算し、ダイオキシン類
全体の毒性を足し合わせた値（TEQ）で表わします。

※㎥N（ノルマル立方メートル）....温度が０℃、圧力が１気圧の状態に換算した排ガス１立方メートルの量

　各クリーンセンターでは、法令に基づき定期的にダイオキシン類の測定を行っています。
　平成２５年度の測定結果は、国の厳しい基準値を大きく下回っています。

クリーンセンター 測 定 日基 準 値 測定結果

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

01（ng-TEQ/㎥N）

10（ng-TEQ/㎥N）

平成25年09月26日

平成25年10月17日

平成25年08月21日

平成25年08月22日

平成25年09月12日

平成25年09月13日

0.022（ng-TEQ/㎥N）

0.011（ng-TEQ/㎥N）

0.039（ng-TEQ/㎥N）

0.053（ng-TEQ/㎥N）

0.010（ng-TEQ/㎥N）

0.022（ng-TEQ/㎥N）
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【業務移転場所位置】

移転場所

入口

上田城跡公園

上小教育会館

上田地域広域連合
消防本部

柳澤病院

上田市
勤労青少年ホーム

119こちら消防本部

●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 ..........☎26-0019
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

　消火器は、私たちにとってもっとも身近な消火器具ですが、せっかく住宅用の消火器を備え
ていても、「使い方がわからない」「うまく使える自信がない」といった方が多いようです。いざと
いう時のために消火器に関する正しい知識を身につけましょう。

　古い消火器は使用時に破裂を起こす可能性があります。処分する場合は、消防設備の
取り扱い業者にご相談ください。

　平成２５年中の上田地域の火災件数が、過去10年間で最多を記録しました。これは約3.2日に1件の割合で火災
が発生したことになります。
　出火原因別で見ると、「たき火」による火災が54件発生し、総件数の約半数を占めています。
　「たき火」による火災は、主に３月から５月かけて発生しており、ほとんどの原因が不注意によるものです。
　建物や林野に燃え移り甚大な被害が出たもの、やけどなどのケガ人が出ているものがあります。「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」「水バケツなどを用意する」など、十分に気をつけましょう。

　住宅用火災警報器の更なる設置促進に向けた取り組みとして、全国一斉に、住宅用
火災警報器の設置状況調査が行なわれます。
　消防本部では、平成２６年４月中旬から５月中旬頃にかけ、身分を証明するものを携
帯した消防職員が、上田地域にお住まいの方の中から無作為に抽出したお宅を直接
訪問して、住宅用火災警報器の設置状況の聞き取り調査を行います。
　調査にお伺いした際は、ご協力をお願いします。

もしもに備え
て

Q. 住宅用の消火器はどこに置けばいいの？ 
A. 住宅用の消火器はすぐに使用できる場所に置きましょう。

Q. どんな消火器がいいの？どこで買えるの？ 
A. 木材や紙が燃える普通火災、コンセントのショート等で発生する電気火災、天ぷら油や灯
油等が燃える油火災など、すべてに有効な粉末消火器や強化液消火器をお勧めします。

 消火器は消防用設備業者やホームセンターなどで購入できますが、ＮＳマークの表示が
あるものを推奨します。

Q. 使用時に注意することは？ 
A. 住宅内で使用するときは、退路を必ず確認しておきましょう。消火器を使用すると、粉や
煙によって視界が悪くなることがあるからです。

火災警報器の設置状況調査

　消防本部では、心肺蘇生やＡＥＤの使い方、けがの手当など、応急手当を習得して頂けるよう、救命講習を開催して
います。大切な人を、家族を、命を守るため、救命講習を受講して知識と技術を学びましょう。

　消防本部庁舎の耐震化・増改築工事に伴い、平成２６年５月中旬から
平成27年1月末（予定）までの期間、消防本部は「上田市勤労青少年
ホーム」本館へ消防本部業務を移転します。「上田市勤労青少年ホー
ム」で行う業務については、次のとおりとなります。

　なお、上田中央消防署及び通信指令室は、現庁舎にて業務を行います。

救 命 講 習 を 受 け て み ま せ ん か

5月中旬から消防本部業務が移転します

4月26日土
5月24日土
6月28日土
7月26日土
8月23日土
10月25日土
11月22日土
12月20日土
1月24日土
2月28日土
3月28日土

開催日 講習時間・申し込み方法

※開催日については変更する場合があります。また、団体等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　14：00～17：00
●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）
●受講料　無料

　上級救命講習会を９月１３日土上田市中央公民館
にて開催します。こちらは８時間の受講になります。
　詳細は、最寄りの消防署へお問い合わせください。

担 当 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
丸 子 消 防 署
真 田 消 防 署
東 御 消 防 署

ＮＳマーク

業務移転期間：平成２６年５月中旬～平成２７年１月末（予定）
場所 ： 「上田市勤労青少年ホーム」本館
1　階
2　階

総務課、 警防課、 上田市消防団事務局
予防課、 上田市消防団本部室

ご協力くださ
い 住宅用

問い合わせ先：消防本部総務課 ☎26-0119

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、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（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300通の中か
ら、10人の方に、上
田市特産品「奏龍味
噌セット」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 上田地域広域連合の平成26年度当初
予算総額は〇〇億861万1千円。

② いざという時のために〇〇〇に関する
正しい知識を身につけましょう。

灯 油
C G

ダ ン ボ ー ル

【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。

なきりゅう
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トピックス

展　示

イベント

週末の理科室

募　集

教　室

　３月８日㈯に平成25年度「おもしろ科学少年団」修了
式が行われました。
　上田地域内の小学生６０人が参加した「おもしろ科学
少年団」は、「科学あそび体験」「地層・化石・鉱物」「科
学工作」「自然探検」の４つのグループに分かれ、４月か
ら活動してきました。
　修了式では、1年間の活動を振り返り、それぞれのグ
ループで学んだ内容をまとめ、プレゼンテーションを行
いました。 「科学あそび体験」では、石で絵を作ったり、川で不思議

な生物を見つけたり、初めての科学あそびを体験しました。

「春の星座と双子の星」（投影時間40分）

【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]

チュンセ童子とポウセ童子。やさしい天上の双子の童子が織りなす心温まるお話です。
ちいさなお子さんから一般の方まで、誰もが宮沢賢治の優しい心に包まれることでしょう。

プラネタリウムの番組案内

お知らせ：プラネタリウムは６月21日㈯からしばらくの間、リニューアル工事のため投影を休止します

第２６回 農民美術作品展
5月9日㈮～15日㈭
　9:30～16:30（最終日16:00まで）
　　  2F 美術館

入場無料

プラバンのアクセサリー作り 4月19日㈯ 9:30～11:30 

ピンホールカメラ作り 5月17日㈯ ９:３0～1１:３0

太陽の観察 6月１4日㈯ 10:00～11:00　屋上 天体観測室・プラネタリウム

モーターを使って工作しよう 6月21日㈯ ９:３0～11:３0

参加無料

「おもしろ科学少年団」修了式

「子どもは天才講座」に
　　 参加してみませんか？

◆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。

◆レンズを使わずに針穴(ピンホール)を利用したカメラを作ります。

◆太陽の黒点やプロミネンスを観察します。※当日４Fにて受付。直接会場へお越しください。

◆モーターを使って、動く車を作ります。

昨年の様子

第４２回 東信美術展

昨年の様子

会場 会場

その他にも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2日㈪は、定期清掃等のため休館

　　  1F 文化ホール　参加費：500円　対象：未就学児（2歳以上）とその保護者会場

「大きなコイノボリをつくろう」
5月17日㈯　10:00～11:30
「自然の粘土を使ってつくろう」
６月21日㈯　10:00～11:30

ゴールデンウィーク特別無料投影 4月26日㈯・27日㈰・29日㈫、5月3日㈯～6日㈫

　　  4F 科学実験室
対象：上小地域の小中学生とその保護者(小学生高学年以上なら子どもだけでも可）
会場

昔ばなし語りの会
6月29日㈰
　13:30開演
　　  1F 民俗資料館
塩田平民話研究所の皆さん
によるおはなし

会場

春の星空観望会
5月24日㈯
　19:30～21:30
　　  屋上　天体観測室
どなたでも参加できます。春の星
座や土星などを観察しましょう。
●当日４Fにて受付しますので直接会場へお越しください。
　雨天・雲天の場合、プラネタリムを投影します。

会場

参加無料参加無料おもしろ・
ふしぎ体験広場
5月10日㈯　13:30～15:30
　　  1F エントランスホール
いろいろな不思議を気軽に体験しよう。
会場

参加無料

「地層・化石・鉱物」では、地域内の地
層を探検し、化石の発掘や珍しい鉱
物を勉強しました。

「科学工作」では、自分で作ったセン
サーで線を検知しながら走るライン
トレースカーのデモンストレーション
を行いました。

「自然探検」では、様々なフィールド
ワークを通じて感じた自然の素晴ら
しさを発表しました。黄鉄鉱も発見し
ました。

5月11日㈰～18日㈰
　9:30～17:00（最終日16:00まで）
　　  1F 文化ホール
入場料：大人400円／
学生・障がい者・高齢者
（75歳以上）は無料5月10日㈯・11日㈰

10：00～12:00
13:30～15:30

●参加費：1,000円（材料費）
●各回：5名

木彫り体験コーナー

※開催日1ヶ月前から受付開始。参加を希望される方は上田創造館へお問い合わせください。

※事前申し込みが必要です。参加を
希望される方は、上田創造館へお
問い合わせください。

おりがみ教室
4月20日㈰　10:00～12:00
　　  1F 第4･5研修室　参加費：300円
五月の節句の飾りを折る
会場

切り絵教室 切り絵の基礎から学ぶ
5月14日㈬、２８日㈬、6月11日㈬、25日㈬、７月９日㈬　9:30～11:30
　　  2F　コミュニティホール(小)　参加費：1,000円（5回）
※4月12日㈯～5月7日㈬　電話またはFAXで申込
会場

昨年の様子

昨年の様子

友達と一緒に
　　楽しく活動で

きたよ！

 上田市上田原1640　開館時間／9:00～22:00
お問い合わせ・お申込先　☎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上田創造館
（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4月～6月

10 11



4月

発行▶ 上田地域広域連合事務局  企画課
 〒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

印刷▶ 株式会社アオヤギ印刷

上田地域広域連合広報紙

Vol.50
2014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
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　生命の息吹く春、花の調べが聞こえてくる季節になりました。信州国際音楽村（上田市
丸子地域）では、すいせんが満開の時期を迎えています。公園に咲きそろった　すいせんは
約10万本。正面に浅間山を望む眺望と合わせ、上田地域の中でも屈指の絶景スポット
となっています。

うえだ地域浪漫紀行～  すいせんが奏でる春の調べ　信州国際音楽村
ろ ま ん
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信州国際音楽村では
4月20日㈰まで「すいせん祭り」が行われています。
すいせんのつみとり体験など楽しい催し物も同時開催中。
（問い合わせ先：信州国際音楽村 ☎42-3436）

環境にやさしいベジタブルインク
を使用しています
●再生紙を利用しています

ちょうぼう くっし

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

上田地域広域連合の
ホームページをリニューアルしました

4日㈮～
20日㈰

5日㈯

上田城千本桜まつり
● 第10回桜コンサート（５日）
● 上田城千本桜俳句会（～20日）
● 上田城千本桜まつり「遊芸の宴」
 （12日）
● 信州上田ゆかりのアーティスト
 ライブ（19日）
● 上田城太鼓まつり＜ジュニア編＞
　（20日）
 上田市：上田城跡公園ほか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

上旬 

1日㈰
～8日㈰

14日㈯

15日㈰ 

15日㈰

22日㈰

和田宿ステーション祭

信州ルネッサンス2014

中山道ツアーⅡ
～長久保宿から和田宿～

ストリートパフォーマンス
「夏の文化祭」

美ヶ原牧場放牧祭り

湯の丸高原つつじ祭り

長和町：和田宿ステーション

上田市：信州国際音楽村

長和町

上田市：上田  道と川の駅

上田市・長和町：美ヶ原高原

東御市：湯の丸高原

5月 6月

上田市 061,848世帯
157,309人

東御市 10,990世帯
30,184人

青木村 1,624世帯
4,439人

※長野県毎月人口異動調査 2月1日現在

長和町 2,456世帯
6,387人

坂城町 5,468世帯
15,043人

10日㈯

11日㈰

中旬

18日㈰

18日㈰

24日㈯・
25日㈰

31日㈯～
6月15日㈰

東御市：東御中央公園一帯

坂城町：びんぐしの里公園

長和町：長久保宿一服処濱屋

上田市：お屋敷公園

長和町

長和町：長門牧場

坂城町：さかき千曲川バラ公園

第11回東御市子どもフェスティバル

子どもフェスティバル in びんぐし

天神山ツツジ祭り

お屋敷つつじ祭り

中山道ツアーⅠ
～芦田宿から長久保宿まで～

長門牧場祭

第９回ばら祭り

13日㈰
まで

19日㈯～
6月15日㈰

20日㈰

25日㈮
15：00～

26日㈯

26日㈯・
27日㈰

上田市：池波正太郎真田太平記館

坂城町：坂木宿ふるさと歴史館ほか

坂城町：鉄の展示館

東御市：東御市文化会館サンテラスホール

長和町：八島～和田峠

上田市・長和町：美ヶ原高原

上田市：上田城跡公園ほか

風間完生誕95年記念 特別企画展
「画家　風間完」【第一期】

第９回坂城古雛まつり

SAKAKIの美術家７人展

東御市発足10周年記念式典・記念講演会

ビーナスライン開通

第６０回美ヶ原高原開山祭

第32回上田真田まつり

う
え
だ
地
域
イ
ベ
ン
ト
歳
時
記

上田地域統計データ

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

スポーツレクリエーション祭2014　春の部

平成２6年５月18日㈰   受付：午前７時30分～８時  出発：午前８時30分
東御中央公園芝生広場
①てくてくコース（芝生広場⇔1番観音／5㎞）
②ぶらぶらコース（芝生広場⇔20番観音／12㎞）
③さわやかコース（芝生広場⇔50番観音／18㎞）時間制限有り
④チャレンジコース（芝生広場⇔80番観音／26㎞）時間制限有り
４月7日㈪～５月9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
その他詳細は上記までお問い合わせください。（電話による問い合わせ：平日の午前９時から午後５時まで）
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日 　 　 時
集 合 場 所
コ ー ス

申 込 期 間
申し込み先

百体観音ふれあいウォーク参加者募集
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