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爽やかな風と咲きほこる草花 湯の丸高原

“花高原”として親しまれている湯の丸高原。つつじ平のレンゲツツジ大群落は、湯ノ丸山
の山肌を、鮮やかな朱色の絨毯のように染めあげます。
また、“高山植物の宝庫”といわれる
池の平湿原では、
アヤメなどの草花が咲きほこります。湿原を抜けた三方ヶ峰の斜面には、
コマクサの群落も見られます。

国の天然記念物にも指定されている
つつじ平のレンゲツツジ大群落
（見頃は例年6月下旬〜7月上旬）
湯の丸高原、
池の平湿原に関する
問い合わせ先：東御市観光協会☎67-1034
つつじ平 湯の丸牧場
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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

池の平湿原は、
どなたでも楽しめる散策コースです。
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●再生紙を利用しています

119こちら消防本部

火災予防条例が改正されました

お知らせ
上田地域広域連合長の任期満了に伴い、上田地域広域連合長選挙が４月９日に行われ
ました。関係市町村長の投票により、母袋創一上田市長が再選されました。

母袋創一

広域連合長

平成２６年５月上田地域広域連合議会臨時会が、
５月２３日に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。臨時会では、合わせて６件の議案が提出され、いずれも同意及び可決されました。

人

事

●監査委員の選任

●公平委員の選任

監査委員の任期満了及び広域連合議会議員の改選に伴
い、次の委員が選任されました。
（敬称略）
監査委員 三好 健三（上田市）
池上喜美子（上田市議会選出）

公平委員会委員（3人）のうち１人の任期満了に伴い、次
の委員が選任されました。
（敬称略）
公平委員会委員 丸山 敏和（長和町）

条

平成２５年８月の福知山花火大会において多数の死傷者を出す爆発事故が発生したことを受け、
火災予防条例が改正されました。平成26年８月１日からは、新たに次のことが義務付けられます。
●屋台などの露店で火気や燃料を使う場合は消防署へ届出し、消火器を置くこと。
●大規模な催しとして消防が指定した場合には、火災予防上必要な業務の計画書を提出すること。

応急手当ＷＥＢ講習
（e-ラーニング）のご案内
★「応急手当ＷＥＢ講習（e-ラーニング）」とは、ご家庭のパソコン等か
ら応急手当の基礎知識を、映像を通じて学べる講習です。
これまで、救急講習会に、忙しくて受講できなかった方も、好きな時
間に、学習していただくことが可能です。また、今まで救命講習会に
参加された方も、復習という形で再学習ができます。
消防本部では、
「応急手当ＷＥＢ講習（e-ラーニング）」を活用した救急講習会を開始しました。こちらで、事前学習をして
いただくと、普通救命講習Ⅰの講習時間が通常の３時間から２時間に短縮 されます。

応急手当ＷＥＢ講習（e-ラーニング）を活用した受講イメージ

例

e-ラーニング
（６０分受講）

●上田地域広域連合火災予防条例中一部改正 （詳細については、3Ｐの「お知らせ」をご覧ください。）

事
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決

●高機能消防指令装置更新整備工事

契約の相手方 : 青木・宮嘉特定建設工事共同企業体
３，
１８６万円

契約の相手方 : 長野トヨタ自動車㈱ 上田店

契約金額 : ４億６，
２２４万円

※e-ラーニングを受講すると、上田地域広域連合消防本部の「受講証明書」が画面に表示されます。印刷して自筆でサインしたものを、救急講習会へ持
参ください。
（タブレット型端末やスマートフォンの方は、
「画面メモ」、あるいは発行されているＩＤを控えてください。）
※e-ラーニング受講後の実技救命講習は、定期開催している普通救命講習会で受講可能です。開催日、受講に関する問い合わせはお近くの消防署へ御
連絡ください。

契約の相手方 : 日本電気㈱ 長野支店

上田地域広域連合

消防職員募集のお知らせ

上田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、上田市議会選出議員１３名の改選がありました。
（敬称略）
副議長 青木

周次
（東御市）

議会代表者会
座

長 池上喜美子
（上田市）
安藤 友博
（上田市）
小林 隆利
（上田市）
青木 周次
（東御市）
内藤 賢二
（青木村）
小川 純夫
（長和町）
塚田 正平
（坂城町）

総務委員会

採用予定日

保健福祉委員会

委員長
小林 隆利（上田市） 委員長
副委員長 内藤 賢二（青木村） 副委員長
宮下 省二（上田市）
櫻井 寿彦（東御市）
尾島
勝（上田市）
青木 周次（東御市）
小川 純夫（長和町）
久保田由夫（上田市）
池上喜美子（上田市）
深井 武文（上田市）
塚田 正平（坂城町）

安藤 友博（上田市）
依田 俊良（東御市）
金子 和夫（上田市）
池田総一郎（上田市）
三縄 雅枝（東御市）
小林 和雄（青木村）
土屋 陽一（上田市）
栗原 暁史（長和町）
渡辺 正博（上田市）
半田 大介（上田市）
宮島 祐夫（坂城町）

●情報公開などの開示（平成２６年３月末現在）
1.
2.

普通救命講習Ⅰ
（１８０分）
修了証交付

ホームページトップ → 消防本部ホーム → 応急手当ＷＥＢ講習入口をクリックしてください。

建築主体工事

●東御消防署高規格救急自動車の購入 契約金額 :

栄
（上田市）

➡

【講習方法】上田地域広域連合ホームページから受講可能です。 http://www.area.ueda.nagano.jp/

変更後契約金額 : ３億４，
１３６万６，
４００円

長 下村

実技救命講習（120分受講）

e-ラーニング受講後、概ね1ヶ月以内に受講してください。

議

●消防本部庁舎耐震化及び増改築事業

議

✚

情報公開制度 【開示請求件数６件】 開示件数 ５件（部分開示 ５件） 不開示件数 １件
個人情報保護制度の開示請求はありませんでした。

問い合わせ先：総務課 ☎43-8811
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平成 27 年 4 月1 日

試験の区分・種類・受験資格等
区

分

消防職
下村

栄

種

類

受 験 資 格

高等学校
卒業程度

議長

採用予定人員：5 名程度

平成元年４月２日以降に生まれた者で、広
域連合就職後は広域連合管内（坂城町を
除く）
に居住が可能な者

※日本国籍を有しない方、地方公務員法第16条各号に該当する方は受験で
きません。

受験申込
日時 平成26年7月28日㈪〜８月8日㈮ 午前９時〜午後５時
場所 上田地域広域連合消防本部総務課
（上田市二の丸３-２３ 上田市勤労青少年ホーム１階）
※消防本部庁舎工事中のため、事務所が移転しています。
方法 受験者本人が必要書類を持参してください。
（郵送不可）土・日曜日も受け付けます。

必要書類
① 受験申込書
② 履歴書（高等学校在学中の方は全国高等学校統
一用紙を使用すること。）
③ 履歴書別紙
※受験申込書・履歴書（全国高等学校統一用紙を除
く）
・履歴書別紙は、上田地域広域連合のホーム
ページからダウンロードできます。また、消防本部
総務課、管内各消防署、上田地域広域連合事務局
総務課(丸子地域自治センター4階)でも交付して
います。
④８2円切手貼付の定形封筒（規格／長形３号、受
験者の郵便番号・住所・氏名を記入）

第一次試験
日時 平成26年9月21日㈰
午前８時受付開始、午前８時３０分試験開始
場所 上田創造館 １階文化ホール
※詳細は、上田地域広域連合のホームページ掲載の
募集要項をご覧ください。

問い合わせ先 ： 消防本部 総務課・警防課 ☎26-0119
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予防課 ☎26-0029

〜安心して介護保険のサービスをご利用いただくために〜

私たち介護相談員が訪問しています
上田地域広域連合では、46の施設（介護老人福祉施設13施設・介護老
人保健施設8施設・地域密着型特別養護老人ホーム3施設、認知症対応型
共同生活介護（グループーム）22施設）へ定期的に介護相談員を派遣し
ています。
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平成27年度減量化目標値39,290トン達成のためには、減量がさらに必要です。引き続き住民及び事業所の皆様

60,000

案を行い、安心してより良いサービスを利用していただくことを目的に

40,000

活動していますので、お気軽にご相談ください。

30,000

訪

問

施

設

51,369

（単位：㌧）

50,398
40,494

41,017

41,653

41,724

40,960

39,290

※27年度（目標値）
：ごみ

20,000

処理広域化計画（平成
21年10月策定）にお

10,000

ける減量化目標値

● 室賀の里 ( 上田市上室賀）

● しものごう敬老園（上田市下之郷）

● うえだ敬老園（上田市中央）

▲ 介護療養型老人保健施設いずみの（上田市小泉）

● しおがわ敬老園（上田市塩川）

■ GH ぼうやま敬老園（上田市中央）

この夏、お気に入りのマイボトル・マイカップを使ってごみを減らしましょう

● 別所温泉長寿園（上田市別所温泉）

■ GH 上田大手門（上田市中央）

暑い季節を乗り切るには、定期的な水分補給が欠か

● ラポートあおき
（青木村田沢）

■ GH 北大手（上田市中央西）

せません。ペットボトルや缶の飲み物は、気軽に購入で

▲ ケアホーム上田（上田市中野）

■ 上田病院赤松の家（上田市中央）

きる反面、飲み終わればすぐに捨てられてしまいます。

▲ チェリーガーデン
（上田市保野）

■ GH ラポートあおき
（青木村田沢）

◆ 上田大手門（上田市中央）

■ GH 塩田（上田市中野）
■ GH ニチイケアセンター（上田市緑が丘）

西澤

平成25年度に上田、丸子及び東部クリーンセンターへ搬入された燃やせるごみは、皆様のご協力により40,960ト
ンとなり、前年度との比較で764トン、1.8％減量しました。

50,000

（敬称略）

塩崎

ごみ減量化にご協力ください

り、相談に乗ったり、また施設の状況を見ながら施設職員と意見交換や提

員

● こころ
（東御市祢津）

■ GH 御姫尊（東御市祢津）

● フォーレスト
（東御市常田）

■ GH 桃源郷（東御市祢津）

● ケアポートみまき
（東御市布下）

■ ほのぼのホーム
（東御市祢津）

▲ ハーモニック東部（東御市祢津）

■ GH 豊里（上田市芳田）

■ GH フォーレスト
（東御市常田）

■ GH 和（東御市海善寺）

● ベルポートまるこ東（上田市中丸子）

■ GH にしうち敬老園（上田市西内）

● 依田窪特養ともしび
（上田市下武石）

■ GH 和田（長和町和田）

▲ ケアまるこ
（上田市上丸子）

■ GH うえだはら敬老園（上田市上田原）

▲ 依田窪老健いこい（長和町古町）

■ GH 諏訪形（上田市諏訪形）

■ GH 梨ノ木荘（上田市大屋）

■ GH つばさ
（上田市御嶽堂）

● ローマンうえだ
（上田市殿城）

◆ 大畑サテライト
（上田市真田町本原）

● アザレアンさなだ
（上田市真田町長）

■ 下原 GH（上田市真田町本原）

▲ 御所苑（上田市御所）

■ 真田 GH（上田市真田町長）

▲ ほのぼの（上田市住吉）

■ 菅平 GH（上田市菅平高原）

◆ サテライト特養 上野の里（上田市上野） ■ 萩・曲尾 GH（上田市真田町傍陽）
●介護老人福祉施設

▲介護老人保健施設

◆地域密着型特別養護老人ホーム ■GH（グループホーム）

問い合わせ先：介護障害審査課 ☎ 43 - 8813
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燃やせるごみ量の推移

介護相談員は、施設利用者やその家族などから苦情や不満を聞いた

談

No.

のご理解とご協力をお願いいたします。

介護相談員ってどんなことしてるの？

相

連載

0

平成13年度

15年度

21年度

22年度

23年度

24年度

25年度

27年度（目標値）

マイボトル・マイカップを
使用したときのメリット

職場・学校・外出先では、マイボトル（自分の水筒、タ

●保冷・保温性の高いマイボトルもあ

ンブラー）、マイカップを使い、
「ごみの減量化（ごみを

り、冷たい・温かい飲み物が飲める。

出さない：リデュース）」の取組にご協力ください。

●市販されていないオリジナルの飲み物も飲める。
●空き容器（ペットボトル、缶等）のごみが出ない。

大切なのは、一人一人が「もったいない」を意識して行動することです。
問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎ 43-8818

抽選で10人の方にプレゼント

問題（広報紙をよく読んでね！○には1文字・数字が入ります）
①消防本部では、
「応急〇〇WEB講習（eラーニング）」を活用した救急講習会を開
始しました。
② 平成25年度の搬入された燃やせるごみは
４０，
９６０トンとなり、前年比で〇〇〇トン、
１．
８％減量しました。
【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、7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。
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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4月号の答えは、① 5 3 ② 消 火 器 でした。応
募総数181通の中から、10人の方に、東御市にあ
る味工房ゆらり
（湯楽里館物産センター内）
より、地
元産の巨峰、くるみ
等を使用した「手作
りジェラートセット」
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。
提供：上田地域観光協議会

上田創造館 上田市上田原1640 開館時間／9:00〜22:00

7月〜9月
トピックス

「おもしろ科学少年団」活動開始

イベ ント

４月１２日㈯に平成26年度「おもしろ科学少年団」発足会が行われました。
上田地域内の小中学生６０名が、団員となりました。この日は、
１年間の活動予定を聞き、自己紹介をかねて、少年
団に入って、
やりたことなどをひとりひとり発表しました。
５月１０日㈯には、
「自然あそび」
「地層・化石・鉱物」
「科学体験」
「科学工作」の４つのグループにわかれ、最初の活動
をしました。みんながやりたいこと、全部やれたらいいね。

星空観望会

「自然あそび」の活動の様子

8月1日㈮〜31日㈰

企画展〜上田地域の生きもの〜
「生きもの大好き！」展
8月1日㈮〜24日㈰

9:30〜17:00

ふしぎ・なるほど・おもしろ
サイエンス２０１４ 入場無料

入場無料
会場 ２Ｆ美術館

わたしたちのふるさとには、かわいい
「生きもの」がたくさんいます。
自然の「生きもの」に優しく接し、守っ
てあげると、今まで気がつかなかった
「生きもの」の姿や世界が見えてくる
かも知れません。そんな想いのこもっ
た写真・絵などを展示しています。

蚕の飼育
入場無料

蚕の幼虫から繭になる
まで観察できます。
8月1日㈮〜10日㈰頃
9:00〜17:00
会場 １Ｆ 民俗資料館

8月4日㈪・5日㈫ 10:00〜15:30
会場 １Ｆ文化ホール
対象：自由参加

アゲハチョウの観察

参加無料

アゲハチョウの卵、幼虫、さなぎや
羽化の瞬間の観察をします。
8月9日㈯ 10:00〜11:30
会場 ４Ｆ 科学実験室 定員：
２０名
対象：上小地域の小中学生とその保護者
（小学校5年生以上なら子どもだけでも可） 昨年の様子
※電話またはＦＡＸでお申込みください。
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教

室

◆顕微鏡を作り、花粉やチョウの
羽のリン粉を観察します。

7月6日㈰、9月7日㈰
10:00〜12:00
会場 1F 第4･5研修室
参加費：300円
持ち物：作品を入れる袋
「七夕飾りを折る」ほか
※当日申込

※電話またはＦＡＸでお申込みくだ
さい。
（7月16日㈬まで）

夏の星座と神話

おりがみ教室

7月5日㈯ 10:00〜11:00 参加無料
会場 ４Ｆプラネタリウム室
※直接会場へお越しください

夏の星座の見つけ方を知り、こと座、わし座などにまつわる
神話の世界を楽しみましょう。
（映像の上映はございません。星空の解説のみです。）

アル
８月１日㈮〜１７日㈰
ー
ュ 記念
ニ
リ
8月1日㈮より、最新のデジタル式プラネタリウムに生まれ変わります。ぜひ、ご覧ください。
プン
ー
【投映時間】 月〜土曜日13：30〜／15：00〜 日曜日11：00〜／13：30〜／15：00〜
オ
【通常の投映時間】 土曜日13：30〜／15：00〜 日曜日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・青木村・長和町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

地元の高校生や大学
生と一緒に科学実験
を体験しよう。
※混雑が予想されます。お車の乗り合わせ
にご協力ください。

手作り顕微鏡で花粉観察
7月19日㈯ 10:00〜11:30
参加無料
会場 4F 科学実験室
対象：上小地域の小中学生とその保護者
(小学校5年生以上なら子どもだけでも可）

昨年の様子

参加無料

7月12日㈯、8月9日㈯、9月13日㈯
13:30〜15:30
会場 1F エントランスホール
いろいろな不思議を
体験しよう。

※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・曇天の場合、プラネタリウムを投映します。

プラネタリウム

夏休みにあわせて、
いろんなイベントを開催します。

おもしろ・
ふしぎ体験広場

参加無料

どなたでも参加できます。
夏の星空や土星などを観察しましょう。

「地層・化石・鉱物」の活動の様子

子ども科学館まつり開催

イベ ント

（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

7月26日㈯ 19:30〜21:30
9月27日㈯ 19:30〜21:30
会場 屋上 天体観測室

週末の理科室

発足式の様子

上田図書館創造館分室

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/

昨年の様子

昔ばなし語りの会
参加無料
こわい話を
聞いて涼みましょう。

8月31日㈰ 13:30〜
会場 １Ｆ 民俗資料館
語り部
塩田平民話研究所

募

集

子どもはみんな天才だ！
！

「子どもは天才講座」お子さんと一緒に参加してみませんか？
会場 コミュニティーホール他 参加費：500円 対象：未就学児（2歳以上）とその保護者
※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。

「川原で拾った石に絵を描こう」8月23日㈯
「野菜の絵を描こう」9月20日㈯ 10:00〜11:30

10:00〜11:30

５月の活動の様子
「大きなコイノボリをつくろう」

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。
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7月
6月21日㈯〜 第５回新作日本刀 研磨 外装
8月31日㈰ 刀職技術展覧会

8月

9月

3日㈰

爆水RUN in 依田川

6日㈯

第5回真田幸村公出陣ねぷた

5日㈫

第27回信州上田大花火大会

7日㈰

長和軽トラ市

上旬
予定

松尾神社例祭

上田市：丸子総合体育館、内村川、依田川

上田市：中心市街地

坂城町：鉄の展示館

4日㈮・ 第4回美ヶ原トレイルラン＆ウォーク
5日㈯ in ながわ
長和町：鷹山ほか

6日㈰〜 第四回全国つるし飾りまつり
8月17日㈰ in 別所温泉
上田市：別所温泉

12日㈯・第2回 信州うえだ
13日㈰ 塩田平ため池フェスティバル

上田市：千曲川河川敷

上田市：さくら国際高等学校ほか

13日㈰ 第510回岳の幟

長和町：道の駅
長和町：松尾神社

大山獅子

13日㈯・ウイスキー＆ビアキャンプ
14日㈰ 長和町：鷹山

上田市：別所温泉

19日㈯・第16回あじさい祭り
20日㈰ 上田市：塩田城跡周辺
6日㈬〜 第56回上田七夕まつり
8日㈮ 上田市：海野町商店街
7日㈭

アクア夏まつり

上田市：アクアプラザ上田

14日㈭ ふる里和田宿宿場まつり
長和町：和田宿

19日㈯ 稲倉棚田ほたる火まつり

中旬
予定

そばの花まつり
青木村：未定

20日㈯・第23回巨峰の王国まつり
21日㈰ 東御市：東御中央公園一帯

上田市：稲倉棚田

20日㈰ 蓮のフェスタ in 信濃国分寺
上田市：信濃国分寺

26日㈯ 霧ヶ峰・美ヶ原中央分水嶺トレイル
踏破ツアー（八島湿原〜和田峠古峠）
長和町：和田峠

23日㈯ 第13回武石ノルディックウオーキング
in 美ヶ原高原
上田市：美ヶ原高原

24日㈰ 黒耀石（こくようせき）の
ふるさと祭り

28日㈰ 霧ヶ峰・美ヶ原中央分水嶺トレイル
踏破ツアー（和田峠古峠〜扇峠）
長和町：和田峠

長和町：鷹山

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

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！

スポーツレクリエーション祭２０１4

レッツ イ！
ョ
エンジ

夏の部依田窪プールまつり

秋の部あおきむらで遊ぼう

会 場：上田市依田窪プール
開催日：平成２6年７月１9日㈯
カヌー体験、バナナボート、パ
ン食い競争、水中宝さがし、
みずでっぽう射的など

会 場：青木村総合グラウンド
開催日：平成２6年９月7日㈰
魚のつかみどり、松本山雅ＦＣ
の選手が来場予定！
！

昨年の様子

入場 無 料

昨年の様子

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！
問い合わせ先：スポーツレクリエーション祭 2014 実行委員会事務局
夏の部：長和町教育委員会 ☎ 68- 2127
秋の部：青木村教育委員会 ☎ 49- 2224
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