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至鹿教湯温泉

青木村役場

青木村
郷土美術館

至松本

至上田

国宝大法寺三重塔

道の駅あおき

　長和町古町地区にある豊受大神宮の例祭は、通称「おたや祭り」として知られます。毎年
1月14日の夕方から15日の昼ごろまで行われるこのお祭りに、1年の平穏無事や五穀豊穣を
祈る参詣の人々が多く訪れ、普段は静かな街並みが大変賑わいます。また、夜には花火大
会も開催され、新年を祝うかのように美しい花火があがり、厳冬の夜空を彩ります。
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●
● 道と川の駅

千曲公園

ねずみ

鼠橋
（撮影場所）

しなの鉄道

うえだ地域浪漫紀行～ 安寧と五穀豊穣を祈る「おたや祭り」 長和町
ろ ま ん

おたや祭りに関する問い合わせ先
長和町教育委員会（文化財係）
☎41-6123
※当日の会場周辺は、交通規制されます。
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至白樺湖

至上田市

マルメロの駅  
ながと

依田窪南部
消防署

依田窪病院
古町グラウンド

長門古町
郵便局

和紙の里ふるさとセンター
セブンイレブン

依田窪病院入口

下立岩

豊受大神宮

山車（県無形文化財指定）が、５地区の保存会から、奉納
され、祭りを盛りあげます。（昨年の山車「天女の羽衣」）冬空に舞う花火

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

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

9月
1日㈭

1日㈭

1日㈭

4日㈰

7日㈬・
8日㈭

10日㈯

14日㈬・
15日㈭

17日㈯

お正月餅つきイベント

初日の出ツアー・餅つき大会

第44回元旦マラソン

新春書き初め大会

信濃国分寺八日堂縁日

市民の森スケート場まつり
（詳細は8ページをご覧ください）

豊受大神宮 おたや祭り（表紙）

ライフ・ステージエコー2015

長和町：エコーバレースキー場

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

坂城町：文化センター

東御市：中央公民館

上田市：信濃国分寺 

上田市：市民の森公園スケート場

長和町：豊受大神宮周辺

坂城町：坂城テクノセンター

1月 2月 3月
1日㈰

1日㈰

上旬

3日㈫

8日㈰

21日㈯～
3月22日㈰

21日㈯～
４月5日㈰

武石番所ヶ原スキー場リニューアル
３周年記念スノーフェスタ

第12回ぴよぴよレース

スノーハイク in長和

青木村大節分祭・餅つき大会

第１4回うえだ子ども文化祭

地域発元気づくり支援金事業
海野宿ひな祭り

第10回坂城古雛まつり

上田市：武石番所ヶ原スキー場

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

長和町：美ヶ原高原

青木村：役場

上田市：サントミューゼ

東御市：海野宿

坂城町：坂木宿ふるさと歴史館・鉄の展示館

1日㈰

1日㈰

7日㈯

14日㈯

21日㈯

21日㈯

22日㈰

第５2回湯の丸スキー大会

第14回キッズレース

2015シリーズ文化講演会②
樋口恵子さん（評論家）

ひめき雪まつり＆感謝祭

第3回ブランシュカップＧＳ大会

2015シリーズ文化講演会③
海道龍一朗さん（作家）

スキー場感謝祭

東御市：湯の丸スキー場

 

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：上田文化会館

長和町：エコーバレースキー場

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：真田中央公民館

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート
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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、③住所、④氏名、⑤年齢、⑥電話番号⑦広報
紙の感想をご記入のうえ、1月30日㈮必着（Eメールの場
合は当日24:00着まで有効）で応募してください。

提供： 上田地域観光協議会

問題

広報10月号の答えは、①　　 ② 　　③　　　　
でした。応募総数251通の中から、10人の方に、
緑の花そば館より、長
和町特産品の「信濃霧
山ダッタンそば」「焙煎
ダッタンそば」等の詰め
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文字・数字が入ります）

①歳出決算額は〇〇億１，３４４万３千円
で、前年度と比べ３億７，２５２万５千円
の増額となりました。

②住宅防火は、家族みんなの〇〇〇と
日々の実践が大切です。
③保温性の高い〇〇〇〇〇もあり、温か
い飲み物が飲める。

強 い 6 0 秋 の 星 座

【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。
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歳  出
44億1,344万
3千円

歳  入
46億2,267万

7千円

上田地域広域連合議会
10月定例会

議会報告

　上田地域広域連合議会１０月定例会が、上田市丸子地域自治セン
ター４階議場において、１０月２１日から１０月２３日まで３日間の会期
で開催されました。
　定例会では、平成２５年度決算認定等の６件の議案が提出され、
すべての議案について可決または承認がされました。また、選挙管
理委員会委員の選挙が行われ、委員が選出されました。

平成25年度　上田地域広域連合　決算状況

　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 2 6 年 度 補 正 予 算

平成26年度10月補正予算
補正後予算額10月補正額補正前予算額

2,076,418

2,897,827

0

3,639

前年度同期予算額

1,949,263

2,162,822

2,076,418

2,901,466

（単位：千円）

一般会計補正予算（第1号）

消防特別会計補正予算（第１号）

＜補正予算の主な内容＞
●一般会計補正予算 丸子クリーンセンター修繕費に対する起債活用に伴い、市町村負担金を減額しました。
●消防特別会計補正予算 除雪機の購入経費を計上しました。

平 成 2 5 年 度 決 算 認 定
　平成２５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２５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、４６億２,２６７万７千円で、前年
度と比較して３億9,377万８千円の増額となりました。また、歳出決算額は４４億１,３４４万３千円で、前年度と比べ
３億7,252万５千円の増額となりました。（詳しくは３ページをご覧ください。）

選 挙 管 理 員 会 委 員 の 選 挙 に つ い て
　選挙管理委員会委員の任期満了に伴う選挙が行われ、指名推選により次の方が選出されました。また、その後の選挙
管理委員会において、委員長及び職務代理者が選出されました。任期は平成２６年１０月２５日から平成３０年１０月２４
日までです。（敬称略）
　委員長　中村　明久（上田市）　職務代理者　池田　昭雄（東御市）
　委　員　安藤　民子（上田市）　鳴海　潔（長和町）

広域連合議会を傍聴してみませんか
　広域連合議会２月定例会が、平成２７年２月１８日㈬から２０日㈮までの３日間の日程で、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る予定です。議会は公開で行われており、傍聴できますので、お気軽にお出かけくだ
さい。

請 願 ・ 陳 情 に つ い て
　広域連合議会２月定例会で審査を希望される請願・陳情については、次のとおり受け付けています。
　　提出期限　平成２７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　上田地域広域連合事務局総務課内）

●上田市負担金
 24億6,730万5千円
●東御市負担金
 6億3,494万7千円
●青木村負担金
 1億0,153万3千円
●長和町負担金
 1億7,596万5千円
●坂城町負担金
 377万2千円

使用料及び手数料（7.6％）
3億5,234万7千円
●上田創造館使用料　
●斎場使用料（大星斎場・依田窪斎場）
●清浄園し尿投入手数料
●クリーンセンターごみ処理手数料
●消防手数料など　

消防特別会計（46.1％）
20億3,489万1千円
●真田消防署高規格救急車購入、
　はしご車オーバーホール業務委託、
　真田中継局・上田中継局新設工事など

介護保険特別会計（4.7％）
2億765万1千円
●要介護認定訪問調査委託など

ふるさと基金特別会計（9.5％）
4億1,993万6千円
●観光振興事業
●上田地域こどもＣＧコンクール事業
●スポーツレクリエーション祭事業
●地域の医療機能の維持等に対する
支援に関する事業

　（佐久総合病院佐久医療センター
施設等整備事業補助金、信州上田
医療センターがん放射線治療装
置整備事業補助金、医師研究資金
貸与）

繰越金（4.1％）
1億8,798万2千円

県支出金（1.1％）5,002万2千円
●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）

財産収入（0.2％）
1,128万円6千円
●土地等貸付料、基金運用収入

繰入金（8.8％）
4億648万3千円
●ふるさと基金繰入金
●老人福祉基金繰入金

国庫支出金（0.3％）
1,226万8千円
●緊急消防援助隊設備整備費補助金

分担金及び負担金（73.2％）
33億8,352万2千円

連合債（0.9％）3,950万円
●消防施設整備事業債

一般会計（39.7％）
17億5,096万5千円

特別会計（60.3％）
26億6,247万8千円

清浄園費（6.9％）
3億297万8千円
●制御システム修繕など

クリーンセンター費（20.8％）
9億1,963万8千円
●上田クリーンセンター費
　（1・2号炉集じん器修繕ほか）
　5億1,389万8千円
●丸子クリーンセンター費
　（焼却設備修繕ほか）
　2億891万6千円
●東部クリーンセンター費
　（焼却設備修繕ほか）
　1億9,682万4千円

創造館費（2.1％）
9,258万7千円
●指定管理料、トイレ改修工事など

大星斎場費（1.7％）
7,560万8千円
●指定管理料、火葬炉設備修繕など

依田窪斎場費（0.8％）
3,579万2千円
●指定管理料、火葬炉設備修繕など

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（7.4％）
3億2,436万2千円
●図書館情報ネットワーク事業、
　障害者介護給付費等審査会経費、
　病院群輪番制病院運営事業等補助金ほか

諸収入（3.9％）
1億7,926万7千円
●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等に伴う起債償還
に対して交付税措置されたもの）　
●原子力損害賠償金（清浄園及び丸子ク
リーンセンターにおける放射性物質を含
む汚泥焼却灰の検査等の経費に対する
東京電力株式会社からの賠償金）など

※歳入・歳出ともに表示単位を四捨五入してあります。端数処理のため合計額は一致しないことがあります。
問い合わせ：総務課　☎43-8811　FAX.42-6740
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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

1職員の任免及び職員数　
❶ 職員の採用及び退職の状況

※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。

2職員の給与の状況
❶ 人件費の状況　平成25年度(決算額）

勤務時間、休憩時間の状況（平成25年4月1日現在、標準的なもの）

❷ 職員給与費の状況　平成25年度(決算額）

平成26年度
採用者数

平成25年度
退職者数

6人 12人

圏域内住民基本台帳人口（平成25年度末）
218,933人

人件費（B）
2,219,652千円

人件費率（B/A）
50.3% 

3職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

1週間の勤務時間
38時間45分

勤務時間
8：30～17：15

休憩時間
12：00～13：00

閉　　庁　　日
土曜日・日曜日・祝日・12月29日から翌年1月3日まで

7職員の福祉及び利益の保護の状況

5職員の服務の状況

4職員の分限及び懲戒処分の状況

※職員数は平成25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。

職員数
（A）

243人

給　　与　　費

882,584千円 242,882千円 342,051千円 1,467,517千円
給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

1人当たり給与費
年額（B/A）
6,039千円

❶ 公務災害の認定状況 ❷ 不利益処分に関する不服申し立ての状況など
区　分

公 務 災 害
通 勤 災 害

認定件数
6件
0件

6職員の研修及び勤務成績の評定の状況
❶ 職員研修の状況 ❷ 職員の勤務評定の状況

区　分
一 般 研 修
職 場 研 修
専 門 研 修

内　　　　容
新規採用研修
メンタルヘルス研修、交通安全研修　など
職種別研修、他機関主催の専門研修　など

延人数
010人
097人
110人

区　　分
勤務条件に関する措置の要求の状況
不利益処分に関する不服申し立ての状況

件　数
0件
0件

従事の状況
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
自ら営利を目的とする私企業を営むもの
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）      

許可数
0人
0人
1人

評定の時期

評定の
対象期間

評定の対象者

年２回

前期 ： 4月1日から9月30日まで
後期 ： 10月1日から3月31日まで

全職員（育児休業等の職員を除く）

※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。

❷ 職員数の状況（平成25年度は４月１日現在、平成26年度は４月15日現在）
区　分

平成２6年度
平成25年度
増　減　数

事務局 斎場・清浄園・クリーンセンター 消　防 合　　計
24人
25人
－ 1人

16人
17人
－ 1人

196人
201人
－ 5人

236人
243人
－ 7人

上田地域広域連合人事行政の運営等の状況
　「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、服務等について、平成２５年度の概要
をお知らせします。

❸ 職員互助会の設置及び活動状況 主な事業

職員が負担する会費

平成25年度決算の状況

慶弔費支給、体力向上事業

給料月額の1000分の3

歳入 8,385千円（うち広域連合からの補助金1,710千円）
歳出 6,735千円

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。

分限処分
人　数

0人

内　訳

降任 ０人
免職 ０人
休職 0人

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

戒告 0人
減給 ０人
停職 0人
免職 ０人

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。 

　住宅防火は、家族みんなの心がけと日々の実践が大切です。以下のポイントを確認し、火災
のない地域づくりに御協力をお願いいたします。

　９月２７日、午前１１時５２分ごろ発生した御嶽山噴火災害に長野県消防相互応援協定に基づき、当消防本部
から延べ３８隊、１５０人の消防職員を派遣しました。
　標高３，０００メートルを超える高所、火山性有毒ガスの発生、大量の火山灰が行く手を拒み、終盤には山頂付
近で初冠雪、地面の凍結など過酷な条件下の中で、噴火翌日の早朝から救急・救助活動を行いました。

歳出額（A)
4,413,443千円

（平成２６年度全国統一防火標語）

住宅防火 命を守る 7つのポイント
家族で見直そう、わが家の防火対策

― ３つの習慣 ・ ４つの対策 ―

３つの習慣

4つの対策

●寝たばこは、絶対やめる。
●ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
●ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

●逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
●寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
●火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
●お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

御嶽山噴火災害に伴う上田地域広域連合消防本部派遣部隊活動状況について

登頂途中の様子 山頂付近での捜索の様子

※防災品とは、火がつきにくく、火がついたとしても、燃え広がりにくい特徴があります。
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～分別ルールを守りましょう～
私たちの住みよい暮らしを支える　クリーンセンターからのお願い

連載

燃やせるごみの処理経費「年間８～９億円」（一人あたり年間4,000円～4,500円）

　燃やせるごみの処理経費は、上田・丸子・東部の３つのク
リーンセンターの合計でここ数年、年間８～９億円かかっ
ています。（施設建設時に借り入れた起債償還費を除く。）
　この経費を一人
あたりに換算する
と、年間4,000円
～4,500円程度
です。

　クリーンセンターでは、適正に燃やせるごみが排出されているか確認するため、定期的に内容物検査（燃やせ
るごみの内容検査）を実施しています。
　燃やせるごみではない「缶」や「ガラス」などが混入していたほか、きちんと分別することで資源になる紙類など
が含まれていました。
　ごみの資源化・減量化のために、お住まいの各市町村のごみの分別ルールに従い、適正に排出していただきま
すよう、引き続き住民及び事業所の皆様の御協力をお願いいたします。

問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎43-8818

広域行政モニターを募集します
　上田地域広域連合では、皆さまの声をお聞きし、より開かれた広域行政を推進するため、「広域行政モ
ニター」を募集します。主な役割としては、広報紙をはじめ、広域連合が実施す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。大勢の皆様の御応募をお待ちしています。

応募資格： 上田市、東御市、青木村、長和町、坂城町在住で、満20歳（平成27年4月1日現在）以上の方。
募集人数： １５人（各市町村1～ 5人程度を目安として募集します。）
任　　期： 2年間（平成27年4月1日～平成29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
 御応募ください。 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27年1月30日㈮必着
そ の 他： 要綱に基づき謝礼を支給いたします。（お気軽にお問い合わせください。）
◆応募・問い合わせ： 上田地域広域連合事務局  企画課  ☎43-8818  FAX42-6740
   Ｅメール:kikaku@area.ueda.nagano.jp

あなたの声を
聞かせてください

職員による内容物検査の様子（上田クリーンセンター）

外壁修繕後の東部クリーンセンター

搬入された不適切なごみ（丸子クリーンセンター）

燃やせるごみ量が減る。

私たちの地球環境を
守ること（CO2排出削減など）につながる。

ごみ処理に係る経費を節減できる。
（クリーンセンターの運営・維持経費、焼却
灰の処理経費など）

冬場のごみ減量化のひと工夫

　使い捨てカイロは、袋から出すだけで便利に使用できる反面、再使用はできません。
　充電式カイロは、充電すれば繰り返し使うことができます。
　また、最近では充電式カイロとモバイルバッテリーが一体化し、スマートフォンやiPhoneの
充電ができるものもあります。
※使い捨てカイロ ： 鉄粉の酸化作用を利用したカイロ、レギュラーサイズは、1つ約40グラム

使い捨てカイロを見直し、充電式カイロなどを使いませんか。

　乾燥する冬も定期的な水分補給が欠かせません。ペットボトルや缶の飲み物は、気軽に購入できる反面、飲み
終わればリサイクルを含めすぐに捨てられてしまいます。
　職場・学校・外出先では、マイボトル（自分の水筒、タンブ
ラー）、マイカップを使い「ごみの減量化（排出抑制：リデュー
ス）」に御協力ください。

マイボトル・マイカップを使いましょう。～温かい飲み物でこころもからだもぽかぽか～

●保温性の高いマイボトルもあり、温かい飲み物が飲める。
●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（ぺットボトル、缶等）のごみが減る。
●経済的にもお得。

マイボトル・マイカップを使用したときのメリット

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。

　長野県では、食品の廃棄を減らそうと、県民運動として呼びかけを行っています。
　食べ物への感謝の心を大切にして、残さず食べる習慣を持ちましょう。
　　●外食するときは、料理を頼みすぎない。
　　●宴会時の幹事さんは、宴会開始時には「残さず食べよう」、お開き前には「あるを

尽くして」と呼びかけましょう。

～食べ残しを減らそう県民運動～　冬の「宴会たべきりキャンペーン」

ながのけん
リサイクル
キャラクター
クルるん
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●上田創造館

●大星斎場

●依田窪斎場

●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

●清浄園

12月29日㈪から1月3日㈯まで

12月31日㈬正午 から1月2日㈮正午まで

12月31日㈬正午から1月3日㈯まで

12月31日㈬から1月4日㈰まで

12月31日㈬から1月4日㈰まで

12月31日㈬から1月3日㈯まで

12月28日㈰から1月4日㈰まで

23-1111

22-0983

42-4851

22-0666

43-2131

63-6814

22-2339

1月4日㈰から

1月2日㈮正午から

1月4日㈰から

1月5日㈪から

1月5日㈪から

1月4日㈰から

1月5日㈪から

施設名 TEL休館・休業日 開館・開業日

各施設の年末年始の休館・休業をお知らせします

※4日は一般持込みごみのみ※30日は収集のみ

●上田市立上田図書館

●上田情報ライブラリー

●上田図書館創造館分室

●上田市立丸子図書館

●上田市立真田図書館

●上田市立武石公民館図書室

●東御市立図書館

●長和町長門図書館

●青木村図書館

●坂城町立図書館

●長野大学附属図書館

●上田市塩田公民館

12月28日㈰から1月5日㈪まで

12月28日㈰から1月4日㈰まで

12月28日㈰から1月5日㈪まで

12月28日㈰から1月5日㈪まで

12月28日㈰から1月5日㈪まで

12月27日㈯から1月4日㈰まで

12月29日㈪から1月5日㈪まで

12月28日㈰から1月5日㈪まで

12月28日㈰から1月5日㈪まで

12月29日㈪から1月3日㈯まで

12月26日㈮から1月5日㈪まで

12月27日㈯から1月4日㈰まで

22-0880

29-0210

27-1758

42-2414

72-8080

85-2030

64-5886

68-4400

49-0071

82-3371

39-0005

38-6883

1月6日㈫から

1月5日㈪から

1月6日㈫から

1月6日㈫から

1月6日㈫から

1月5日㈪から

1月6日㈫から

1月6日㈫から

1月6日㈫から

1月4日㈰から

1月6日㈫から

1月5日㈪から

施設名 TEL休館・休業日 開館・開業日
図

　書

　館

広
域
連
合
の
施
設

図 書 館 利 用 に つ い て

　インターネット予約は、これまで、貸出中の本のみが対象でしたが、12月1日㈪か
らは、貸出禁止以外の全部の本を予約することが可能となり、なおかつ指定した図
書館で受け取ることができます。
　インターネット予約に関するお問い合わせは、各図書館へお願いします。

受取に指定できる館： 上田図書館、上田情報ライブラリー、上田図書館創造館分室、丸子図書館、真田図書館、
 武石公民館図書室、東御市立図書館、長和町長門図書館、青木村図書館、坂城町立図書館

インターネット予約がより便利に！

拡大開始日：平成26年12月1日㈪ 午前10時～

（URL）
PC http://www.echol.gr.jp/　エコールのホームページから
携帯 http://www.echol.gr.jp/WebOpac/mobile/index.do
スマホ http://www.echol.gr.jp/WebOpac/spopac/index.do

携帯電話 スマートフォン

予約対象が
全部の本に拡大します

内　　容 三宮恵利子さん（元オリンピック選手）や上原大祐選手（パ
ラリンピック 銀メダルリスト）によるスピードスケートやア
イススレッジホッケーの模範滑走と体験会、スケート講習
会、パイプ椅子押し競走、パン食い競走など。今回も真田
汁の無料ふるまいを行います。「アルクマ」や「あかりちゃ
ん」も来場予定！

日　　時 平成27年１月10日㈯
午前9時～午後2時30分※スケート場は午後4時30分まで営業

場　　所 「市民の森スケート場」（上田市芳田3780番地85）

問合せ先 スポーツレクリエーション祭２０１４実行委員会事務局
上田市教育委員会 ☎0268-23-6372（月～金）
 ☎090-5141-7788（当日）

（昨年の様子）

待ってるよ
！

アルクマ
（長野県）

Ⓒ長野県アルクマ

あかりちゃん
（上田市）

　上田地域（上田市、東御市、青木村、長和町）の小・中学生を対象とした、コンピュータ・グラ
フィックス（CG）の作品コンクールが開催されました。
　コンクールは今回で２回目となり、CGに親しみをもってもらい、コンピュータを使った作品作
りに取り組むことで、地域の子どもたちの創造性を育むことを目的としています。
　応募作品の審査が行われ、応募総数６８点の中から、１７作品が受賞されました。

CG
ふるさと基金運用益活用事業

コンピュータ・グラフィックス

審査
結果

北沢 瑠菜さん（塩川小学校） 丸山 大輝さん（川辺小学校） 馬場 風花さん（滋野小学校）
稲垣 皓仁さん（青木小学校） 宮原 弘夢さん（青木小学校）

小林 夕希子さん（川辺小学校） 児玉 結音さん（城下小学校） 川口 翔矢さん（滋野小学校）
田口 雅さん（滋野小学校） 岡澤 聖さん（青木小学校） 小林 大射さん（青木小学校）
瀬下 さとみさん（上田第二中学校） 児玉 菜緒さん（上田第四中学校） 素昆布さん（丸子中学校） 
西村 美咲さん（依田窪南部中学校）

最
優秀賞

【作品名】雑草 小野澤　武尊さん
 （依田窪南部中学校3年）

たける

【作品名】夜桜 宮崎　颯さん
 （上田第二中学校1年）

はやて

優秀賞

入選

貸靴料金
一人1回300円入場無料市民の森スケート場まつり

スポーツレクリエーション祭２０１４「冬の部」

※コンピュータ・グラフィックス：コンピュータで書いた絵

る　な

ゆ きこ

みやび

ゆ　の

たから

な　お すこんぶ

みさき

しょうや

だ　い

ひろと

だいき ふうか

ひろむ

※悪天候によりスケート場が開場できない時は、イベント中止の場合があります。

※受賞作品は、上田市マルチメディア情報センターのホームページに掲載していますので、ご覧ください。
　（URL）http://www.umic.ueda.nagano.jp
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トピックス

イベント

観望会週末の理科室 教　室

展　示

プラネタリウム

 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1月～3月

　2016年大河ドラマ放送決定の背景には、地域の活性化を願う市民有志による署名活動などの地道な誘致
活動がありました。その活動内容と上田地域における真田氏ゆかりの地を紹介し、大河ドラマ放送決定を地域
で盛りあげるために企画展を開催しました。来場された方は、たくさんの署名簿やパネル等に見入っていました。
　また、企画展記念イベントとして、11月29日㈯に、市民有志の方々による講演会を開催し、誘致活動に情熱
をかけた想いを語っていただき、併せて、真田六文銭陣太鼓の演奏等のアトラクションも行いました。

ふっくらカルメ焼き
1月24日㈯ 9:30～11:30
　　  ４F 科学実験室　定員：２０名
ふっくらサクサクのカルメ焼きを作ります。
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
も参加可）※電話またはＦＡＸでお申込
みください。（1月21日㈬まで）

参加無料

企画展の様子 アトラクション

おりがみ教室
2月15日㈰
10:00～12:00
　　  1F 第4･5研修室
参加費：300円
持ち物：作品を入れる袋
「ひな飾りを折ろう」
※当日お申込みください。

会場

講演会

会場

凧展 入場無料
入場無料1月11日㈰まで　　   1F エントランスホール

信州上田常田凧保存会及び築地凧の会よ
り御協力いただいた凧等を展示します。

第２８回 上小地域小中学校児童作品展
入場無料1月7日㈬まで 9:00～17:00 　　  2F 美術館

上小地域の小中学生の「絵画・書道・立体作品」を展示します。

会場

会場

第１１回 上小地域美術作品展
1月25日㈰～2月1日㈰
9:30～16:30（最終日は16:00まで）
　　  2F 美術館
地域で活躍する作
家の作品を展示しま
す。（絵画・工芸・農
民美術・彫刻・書道）

会場

入場無料
～絵手紙にまごころを託して～

絵手紙展
3月１3日㈮～22日㈰　9:00～17:00
　　  1F エントランスホール
それぞれの送り手の想いが伝わる絵手紙展です。
会場

入場無料2015上小地域水墨画展
2月12日㈭～18日㈬ 9:00～17:00
 　　 2F 美術館
地域の水墨画愛好者の方々の作品
を展示します。

「NHK大河ドラマに情熱をかけた仲間たちの想い」
企画展～ドキュメント～ みんなで上田地域を盛りあげよう！

11月21日㈮～
12月7日㈰

入場無料お手玉・こま・はねつきなどを楽しみましょう。

2015 お正月あそび大会2015 お正月あそび大会
★けん玉・お手玉級位認定会開催！
★おもちゃ病院開院！
★大会期間中はプラネタリウム無料投映実施！
　（11：00～/13：30～/15：00～）

― 恒例　新春企画 ―
1月4日㈰・5日㈪　10:00～12:00　　　 文化ホール会場

昨年の様子

会場

絵手紙展作品募集
2月8日㈰～3月6日

㈮

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。

12月29日㈪～平成27年１月3日㈯は年末年始休業のため休館。3月2日㈪は定期清掃のため休館。

お知らせ 平成27年度おもしろ科学少年団
【申込期間】 3月1日㈰～7日㈯ ９：００～　１F文化ホール　ホワイエ
　　　　　　直接受付窓口へ申込みください。（先着順/代理申込み、電話受付不可）
【対象・定員】 上田市、東御市、青木村、長和町の小・中学生　◇各グループ15名
【年 会 費】 2,000円（通信費・活動のための保険等）※別途材料費がかかります。
◆活動は、4月スタート　詳細は、ホームページを御覧ください。

おもしろ科学少年団の活動を見てみよう

見学を希望される方は、上田創造館へお越しください。

2月7日㈯
9:30～11:30

※科学体験グループは19:00～20:30となります。
※地層・化石・鉱物グループは２月14日㈯となります。

団員募集！

自然あそび 科学工作 地層･化石・鉱物 科学体験

冬の星座と神話
冬の星座の見つけ方を知り、星座にまつわる神話の世界を楽しみましょう。

【投映日時】 土曜日13：30～／15：00～　日曜日11：00～／13：30～／15：00～
【投映番組】 １１：００～／１３：３０～「冬の星座解説」「宇宙はノンストップ」
 １５：００～「冬の星座解説」「はびたぶるぞ～ん」
【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

1月17日㈯ 10:00～11:00 　　  ４Ｆプラネタリウム室 ※直接会場へお越しください。会場

参加無料

私たちは宇宙の中をどのように動いているのでしょうか？難しい話をわかり易く、番組ナ
ビゲーターの２人が解説します。※3月1日まで。３月7日からは、新番組に変わります。

冬の星空観望会
2月21日㈯ 19:00～21:00
　　  屋上 天体観測室
冬の星座や木星などを
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。

参加無料

番組案内 「冬の星座解説」と「宇宙はノンストップ」（投映時間45分）

会場

昨年の様子
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郷土美術館

至松本

至上田
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道の駅あおき

　長和町古町地区にある豊受大神宮の例祭は、通称「おたや祭り」として知られます。毎年
1月14日の夕方から15日の昼ごろまで行われるこのお祭りに、1年の平穏無事や五穀豊穣を
祈る参詣の人々が多く訪れ、普段は静かな街並みが大変賑わいます。また、夜には花火大
会も開催され、新年を祝うかのように美しい花火があがり、厳冬の夜空を彩ります。
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にしうえだ

うえだ

至大屋

千曲川

築地
バイパス

上田バイパス

至長野 至長野

●
● 道と川の駅

千曲公園

ねずみ

鼠橋
（撮影場所）

しなの鉄道

うえだ地域浪漫紀行～ 安寧と五穀豊穣を祈る「おたや祭り」 長和町
ろ ま ん

おたや祭りに関する問い合わせ先
長和町教育委員会（文化財係）
☎41-6123
※当日の会場周辺は、交通規制されます。

152

254

至白樺湖

至上田市

マルメロの駅  
ながと

依田窪南部
消防署

依田窪病院
古町グラウンド

長門古町
郵便局

和紙の里ふるさとセンター
セブンイレブン

依田窪病院入口

下立岩

豊受大神宮

山車（県無形文化財指定）が、５地区の保存会から、奉納
され、祭りを盛りあげます。（昨年の山車「天女の羽衣」）冬空に舞う花火

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

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

9月
1日㈭

1日㈭

1日㈭

4日㈰

7日㈬・
8日㈭

10日㈯

14日㈬・
15日㈭

17日㈯

お正月餅つきイベント

初日の出ツアー・餅つき大会

第44回元旦マラソン

新春書き初め大会

信濃国分寺八日堂縁日

市民の森スケート場まつり
（詳細は8ページをご覧ください）

豊受大神宮 おたや祭り（表紙）

ライフ・ステージエコー2015

長和町：エコーバレースキー場

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

坂城町：文化センター

東御市：中央公民館

上田市：信濃国分寺 

上田市：市民の森公園スケート場

長和町：豊受大神宮周辺

坂城町：坂城テクノセンター

1月 2月 3月
1日㈰

1日㈰

上旬

3日㈫

8日㈰

21日㈯～
3月22日㈰

21日㈯～
４月5日㈰

武石番所ヶ原スキー場リニューアル
３周年記念スノーフェスタ

第12回ぴよぴよレース

スノーハイク in長和

青木村大節分祭・餅つき大会

第１4回うえだ子ども文化祭

地域発元気づくり支援金事業
海野宿ひな祭り

第10回坂城古雛まつり

上田市：武石番所ヶ原スキー場

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

長和町：美ヶ原高原

青木村：役場

上田市：サントミューゼ

東御市：海野宿

坂城町：坂木宿ふるさと歴史館・鉄の展示館

1日㈰

1日㈰

7日㈯

14日㈯

21日㈯

21日㈯

22日㈰

第５2回湯の丸スキー大会

第14回キッズレース

2015シリーズ文化講演会②
樋口恵子さん（評論家）

ひめき雪まつり＆感謝祭

第3回ブランシュカップＧＳ大会

2015シリーズ文化講演会③
海道龍一朗さん（作家）

スキー場感謝祭

東御市：湯の丸スキー場

 

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：上田文化会館

長和町：エコーバレースキー場

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート

上田市：真田中央公民館

長和町：ブランシュたかやまスキーリゾート
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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、③住所、④氏名、⑤年齢、⑥電話番号⑦広報
紙の感想をご記入のうえ、1月30日㈮必着（Eメールの場
合は当日24:00着まで有効）で応募してください。

提供： 上田地域観光協議会

問題

広報10月号の答えは、①　　 ② 　　③　　　　
でした。応募総数251通の中から、10人の方に、
緑の花そば館より、長
和町特産品の「信濃霧
山ダッタンそば」「焙煎
ダッタンそば」等の詰め
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文字・数字が入ります）

①歳出決算額は〇〇億１，３４４万３千円
で、前年度と比べ３億７，２５２万５千円
の増額となりました。
②住宅防火は、家族みんなの〇〇〇と
日々の実践が大切です。
③保温性の高い〇〇〇〇〇もあり、温か
い飲み物が飲める。

強 い 6 0 秋 の 星 座

【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。
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