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うえだ地域浪漫紀行～ 一年の無病息災を願って 八日堂縁日
ろま ん

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

　信濃国分寺の年中行事である八日堂縁日。毎年１月７日から８日にかけて行われ、参道に
は露店やだるま市が立ち並び、一年の無病息災、家内安全などを願う大勢の参拝者で夜通
しにぎわいます。慶長５年（1600年）、境内において、第二次上田合戦の前に真田昌幸と
信幸が「国分寺の会見」を行ったと伝えられています。
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蘇民将来符

信濃国分寺八日堂に関する問い合わせ先：
信濃国分寺　☎24-1388

家の厄災をのがし、代々
繁栄すると伝えられている
六角柱型のお守り

そみんしょうらいふ

http://www.area.ueda.nagano.jp
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 ☎8８-2345
●坂城町役場 ☎８２-３１１１

上田広域 検  索
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9月

1日㈮

1日㈮

1日㈮

7日㈭・
8日㈮

9日㈯

9日㈯

14日㈭・
15日㈮

16日㈯

初日の出ツアー

お正月餅つきイベント

第45回元旦マラソン

信濃国分寺八日堂縁日

市民の森スケート場まつり

新春書き初め大会

古町豊受大神宮　おたや祭り

ライフ・ステージエコー2016

長和町：ブランシュたかやまスキー場

長和町：エコーバレースキー場

坂城町：文化センター

上田市：信濃国分寺

上田市：市民の森公園スケート場

東御市：東御市中央公民館

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

上旬

上旬 

3日㈬

3日㈬

7日㈰

14日㈰

戸沢のねじと馬ひき

スノーハイクin長和町

北向観音節分会

生島足島神社節分追儺祭

第13回ぴよぴよレース

第15回うえだ子ども文化祭

上田市：真田町長戸沢地区

長和町：美ヶ原高原

上田市：北向観音

上田市：生島足島神社

長和町：ブランシュたかやまスキー場

上田市：サントミューゼ

6日㈰

6日㈰

12日㈯

19日㈯

27日㈰

第53回湯の丸スキー大会

第15回キッズレース

ひめき雪まつり・スキー場感謝祭

2016シリーズ文化講演会③

湯の丸スノーボード大会

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場

長和町：エコーバレースキー場

上田市：真田中央公民館

東御市：湯の丸スキー場

講師：幸村第14代（仙台真田家13代当主）
　　　真田徹さん

23日㈯

30日㈯

2016シリーズ文化講演会①

2016シリーズ文化講演会②

上田市：セレスホール

上田市：上田文化会館

講師：作家 童門冬二さん

講師：俳優 八名信夫さん

21日㈰

2月27日㈯～
3月13日㈰

28日㈰ 

東御市消防団音楽隊演奏会

海野宿ひな祭り（地域発元気づくり支援金事業）

スプラッシュＸゲーム

東御市：東御市文化会館

東御市：北国街道海野宿

長和町：ブランシュたかやまスキー場

昨年の様子

スポーツレクリエーション祭2015「冬の部」

日　　時

内　　容

問合せ先

元オリンピック選手などによるスケート講習会とデモンス
トレーションのほか、パイプ椅子押し競走、パン取り競走
など。きのこ汁の無料ふるまいを行います。

平成28年１月9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 「上田市市民の森公園スケート場」（上田市芳田3780番地85）

スポーツレクリエーション祭２０１５実行委員会事務局
上田市教育委員会 ☎0268-23-6372（月～金）
 ☎080-5141-7783（当日）

貸靴料金
一人1回300円入場無料

※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。

▲スケート講習会

アイススレッジ体験会▶

市民の森スケート場まつり参加者
募集

ふるさと基金運用益活用事業
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歳  出
55億5,066万

8千円

歳  入
58億6,496

万円

上田地域広域連合議会10月定例会

議 会 報 告
　平成２７年１０月上田地域広域連合議会定例会は、上田市丸子地域自治セン
ター４階議場において、１０月２０日から１０月２２日まで３日間の会期で開催さ
れました。
　今定例会では、条例の一部改正や平成２６年度決算認定等の５件の議案のほ
か、専決処分に関する１件の報告が提出され、すべての議案・報告について可決・
認定、また承認されました。詳細については、次のとおりです。

平成26年度　上田地域広域連合　決算状況

条 例 の 一 部 改 正
○上田地域広域連合個人情報保護条例の一部改正について
　行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定等に伴い、上田地域広域連
合個人情報保護条例の一部改正を行いました。

平 成 ２ ６ 年 度 決 算 認 定
　平成２６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26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、58億6,496万円で、前年度と
比較して12億4,228万3千円の増額となりました。また、歳出決算額は55億5,066万８千円で、前年度と比べ
11億3,722万4千円の増額となりました。内訳は3ページをご覧ください。

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２8年２月１7日㈬から19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２8年2月1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）
　詳しくはお問い合わせください。

●上田市負担金
 24億3,489万8千円
●東御市負担金
 7億3,674万1千円
●青木村負担金
 1億1,040万6千円
●長和町負担金
 2億0,374万2千円
●坂城町負担金
 333万2千円

使用料及び手数料（5.9％）
3億4,872万5千円
●上田創造館使用料　
●斎場使用料（大星斎場・依田窪斎場）
●し尿投入手数料（清浄園）
●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（60.4％）
33億5,113万4千円
●東御消防署高規格救急車購入
●高機能消防指令装置更新設備工事
●消防本部庁舎耐震化及び増設工事
●消防訓練設備建設工事 など

介護保険特別会計（3.9％）
2億1,474万6千円
●要介護認定調査・審査会経費 など

ふるさと基金特別会計（1.8％）
1億252万3千円
●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（信州上田医療センター
医師確保事業、医師研究資金貸与事
業、病院群輪番制病院等救急搬送収
容事業、病院群輪番制病院後方支援
事業）

繰越金（3.6％）
2億923万3千円
●前年度繰越金

繰入金（2.6％）
1億5,362万円
●ふるさと基金繰入金
●老人福祉基金繰入金

県支出金（0.0％）
13万円9千円
●県委任事務交付金（消防事務）

連合債（25.3％）
14億8,450万円
●クリーンセンター、消防施設整備事業債　

財産収入（0.1％）
796万7千円
●土地等貸付料
●基金運用収入

分担金及び負担金（59.5％）
34億8,912万円

一般会計（33.9％）
18億8,226万4千円

特別会計（66.1％）
36億6,840万4千円

清浄園費（5.4％）
2億9,985万8千円
●制御システム修繕 など

クリーンセンター費（18.6％）
10億3,222万9千円
●上田クリーンセンター費
　（1・2号炉灰押出装置修繕 など）
　4億2,600万1千円
●丸子クリーンセンター費
　（焼却設備修繕 など）
　3億3,791万1千円
●東部クリーンセンター費
　（焼却設備修繕 など）
　2億6,831万6千円

創造館費（1.6％）
9,081万1千円
●指定管理料、
　施設設備改修工事 など

大星斎場費（1.6％）
9,080万7千円
●指定管理料、火葬炉設備修繕 など

依田窪斎場費（0.7％）
4,004万8千円
●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（5.9％）
3億2,851万2千円
●図書館情報ネットワーク事業 ●観光振興事業
●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補助金 など

諸収入（2.9％）
1億7,165万5千円
●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） 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。

契約の金額

30,132,000円

件　名

上田東北消防署高規格救急自動車

契約の相手方

長野トヨタ自動車株式会社　上田店

●専決処分した上田東北消防署高規格救急自動車の購入の承認について

報　　　　　　　　　　告

議会に関する問い合わせ先：上田地域広域連合事務局総務課　☎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26年度(決算額）

勤務時間、休憩時間の状況（平成26年4月1日現在、標準的なもの）

❷ 職員給与費の状況　平成26年度(決算額）

平成27年度
採用者数

平成26年度
退職者数

6人 3人

圏域内住民基本台帳人口（平成25年度末）
211,593人

人件費（B）
2,062,634千円

人件費率（B/A）
37.2% 

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26年４月15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）

236人

給　　与　　費

899,499千円 245,111千円 346,509千円 1,491,118千円
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）
6,318千円

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
1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、課長研修　など
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
014人
174人
119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
3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26年度は４月15日現在、平成27年度は４月1日現在）
区　分

平成27年度
平成26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
24人
0人

16人
16人
0人

199人
196人
3人

239人
236人
3人

上田地域広域連合人事行政の運営等の状況について
　「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２６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26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 9,099千円（うち広域連合からの補助金1,658千円）
歳出 7,187千円

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

2人

内　訳

戒告 1人
減給 ０人
停職 1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。

歳出額（A)
5,550,668千円

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

●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。

　日ごと寒さが増すこれからの季節は、暖房器具の使用頻度が高くなるにつれ、灯油
などの暖房用燃料の漏えい事故が多く発生します。
　灯油などの危険物の漏えいは、火災発生の危険はもちろんのこと、河川等に流入す
ると、水道水源の汚染や魚類・農作物に深刻な被害を与え、私たちの生活や環境に多大
な影響を及ぼします。
　灯油などをホームタンクで貯蔵しているご家庭や事業所では、次のことに十分注意
し、漏えい事故を防ぎましょう。

　寒くなり暖房器具を使用することが多くなる季節となりました。灯油などの暖房用燃料の漏えい事故に加え
て、火災が多く発生する季節です。平成27年１月から３月までに２５件の火災が発生しており、過去３年間
（Ｈ24～26）において、火災の約３割がこの季節に発生しています。
　ストーブなどの暖房器具が原因による火災は毎年発生し、空気が乾燥する時季でもあることから大火になり
やすいのも特徴です。
　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
にご協力をお願いいたします。

すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています！

― ホームタンクからの油漏れに注意 ―

日頃の点検 小分けするときの注意

万が一、灯油を側溝や河川等に流出させてしまったときは、速やかに、
お近くの消防署、市役所・町村役場、地方事務所に通報してください。

もしも油漏れに気付いたら!

❶ 小分け中は絶対その場を離れないようにしま
しょう。（小分け中に来客や電話があった場合
は、必ずバルブを閉めてから対応しましょう。）

❷ 小分けした後は、バルブを完全に閉鎖したこ
とを確認しましょう。

❶ 器具・配管に、腐食や亀裂がないか確認しましょう。
❷ ホームタンクの固定状況を確認し、転倒を防ぎましょう。
❸ 定期的にホームタンクの残量を確認しましょう。
❹ 除雪や屋根からの落雪による配管等の破損に注意しましょう。
❺ 万一の油漏れに備え、防油堤を設置しましょう。
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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

●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
●上田市塩田公民館
●東御市立図書館
●青木村図書館
●長和町長門図書館
●坂城町立図書館
●長野大学附属図書館

12月28日㈪ ～ 1月4日㈪
12月28日㈪ ～ 1月5日㈫
12月28日㈪ ～ 1月4日㈪
12月28日㈪ ～ 1月4日㈪
12月28日㈪ ～ 1月4日㈪
12月26日㈯ ～ 1月3日㈰
12月29日㈫ ～ 1月3日㈰
12月28日㈪ ～ 1月4日㈪
12月27日㈰ ～ 1月5日㈫
12月27日㈰ ～ 1月4日㈪
12月28日㈪ ～ 1月4日㈪
12月25日㈮ ～ 1月5日㈫

22-0880
29-0210
27-1758
42-2414
72-8080
85-2030
38-6883
64-5886
49-0071
68-4400
82-3371
39-0005

1月5日㈫
1月6日㈬
1月5日㈫
1月5日㈫
1月5日㈫
1月4日㈪
1月4日㈪
1月5日㈫
1月6日㈬
1月5日㈫
1月5日㈫
1月6日㈬

施設名 TEL休館・休業日 開館・開業日

図

　
　書

　
　館

広
域
連
合
の
施
設

●上田創造館
●清浄園
●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
●依田窪斎場
●大星斎場

12月29日㈫ ～ 1月3日㈰
12月29日㈫ ～ 1月3日㈰
12月30日㈬ ～ 1月3日㈰
12月30日㈬ ～ 1月3日㈰
12月30日㈬ ～ 1月3日㈰
12月31日㈭ 正午 ～ 1月3日㈰
12月31日㈭ 正午 ～ 1月2日㈯ 正午

23-1111
22-2339
22-0666
43-2131
63-6814
42-4851
22-0983

1月4日㈪
1月4日㈪
1月4日㈪
1月4日㈪
1月4日㈪
1月4日㈪
1月2日㈯ 正午

27No.連載
可燃ごみの減量化が進んでいます。引き続き、ごみの減量化・再資源化にご協力を！

　今年度の上半期（4～9月）に、上田・丸子・東部
クリーンセンターに搬入された可燃ごみは
20,735トン（平成26年度対比マイナス2.3％）
でした。
　住民・事業所の皆様の取組により、ごみの減量
化が着実に進んでいます。ご協力ありがとうござ
います。
　地球温暖化防止、循環型社会の構築に向け、引
き続きごみの減量化・再資源化にご協力ください。

第3次ごみ処理広域化計画を策定します

　「ごみ処理広域化計画」は、上田地域におけるごみ処理
の広域化に向け、今後の考え方や取組の指針を示してい
ます。
　また、循環型社会の構築を目指したごみの減量化・再資
源化の目標を定め、資源循環型施設を始めとしたごみ処
理施設の基本的な整備方針をまとめています。
　現在の第２次計画では、可燃ごみの減量化目標値を平
成27年度に設定していますが、今後もより一層のごみ減
量化・再資源化に取り組んでいくためにも、28年度以降の
新たな減量化目標値の設定を含め、第２次計画を再検証
し第３次計画（平成２８年４月から１０年間）を策定します。

ご質問にお答えします。「1人1日当たりのごみの排出量」について

　広報紙「うえだ広域」（平成２７年１０月号）の内容について、ご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

　環境キーワード「チャレンジ８００」初めて知りました。長野県は、１人１日当たりのごみの排出量が、全国第２
位の８４７g。すごいですね。そして上田地域は777g。
　そこで質問します。長野県内でごみの排出量が少ない市町村はどこですか。また、全国で排出量が多い都
道府県はどこですか。

可燃ごみ搬入量の推移（各年度上半期4～9月の比較）

リデュース・リユース・リサイクル（３R・スリーアール）

22,000

21,500

21,000

20,500

20,000
平成23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

21,723トン 21,789トン
21,657トン

21,224トン

20,735トン
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問い合わせ先：ごみ処理広域化推進室 ☎43-8818

～食べ残しを減らそう県民運動～
「宴会たべきりキャンペーン」

　長野県が取り組む県民運動の１つで、食品の廃棄を減らす（生ごみの発生抑制）ため、①飲食店での食べ残しを減ら
す取組、②家庭での生ごみ発生抑制の意識向上に向けた取組を行っています。
　食品廃棄物の中でも、「もったいない」の象徴である「食べ残し」を減らし、食べ物を大切にする意識や食への感謝の
念を深めていかれるよう事業者、消費者、行政が一体となって取り組む運動ですので、ご協力をお願いします。

　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。ただし、食べ過ぎ、飲みすぎにはご注意を。

環境キーワード

具体的な取組例
●外食するときは、注文しすぎない。
●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。

ながのけん
リサイクルキャラクター
クルるん

※１ ： １人１日当たりのごみ排出量（g／人／日） ＝ １年間のごみ総排出量 ÷ 人口 ÷ 365日
※２ ： ごみ総排出量は、「可燃ごみ、燃やせないごみ、資源ごみ、有害ごみ等」のすべてを含みます。

Q

　１人１日当たりのごみの排出量の状況は、次表のとおりです。A

（環境省「一般廃棄物処理事業実態調査」平成２５年度実績）

【全国の状況】

全　国　平　均
上田地域平均

順位
1
2
3

45
46
47

県　名
沖縄県
長野県
熊本県

山口県
青森県
福島県

重　量
829g
847g
848g

1,051g
1,069g
1,084g
958g

【長野県内の状況】

順位
1

28
29
37

72

市町村名
川上村

長和町
東御市
青木村

軽井沢町

人口10万人未満
重　量
0,287g

640g
641g
749g

1,528g

順位
1
2
3
4
5

市町村名
佐久市
飯田市
上田市
長野市
松本市

人口10万人以上
重　量
0,692g
0,758g
810g

0,949g
1,086g
777g
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　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、上田地域こどもCGコンクール
の入賞作品が決定しました。
　子供たちの創造性を育み、ＩＣＴ（情報通信技術）の向上や将来の職業とするきっかけになればと始めた
このコンクールも３回目となり、応募作品159作品の中から、審査の結果、動画を含めた20作品が入賞しました。
　12月12日㈯に上田市マルチメディア情報センターにおいて表彰式が行われ、入賞作品は、12月20日㈰まで上田創
造館エントランスホールにて展示されました。

　平成２７年１１月２０日㈮から１２月１３日㈰まで、上田創造館２階美
術館において、真田氏に関する見識を広げていただく機会を設ける
ため、上田地域の真田氏に関連した資料を集めた企画展「真田氏
ゆかりの地 上田地域に残る真田一族の足跡」を開催しました。期間
中は、有識者による真田氏に関するトークセッションも行い、３,１０８人
の方にお越しいただきました。

　平成２７年１１月１２日㈭から１５日㈰まで４日間、東京銀座にある「銀座ＮＡ
ＧＡＮＯ～しあわせ信州シェアスペース」において、信州上田地域「銀座
NAGANOの陣」を開催しました。
　平成２８年１月、NHK 大河ドラマ「真田丸」の放送を見据え、上田地域が
主人公 真田幸村（信繁）ゆかりの地であることをPRするため実施したものです。
　１２日㈭青木村、１３日㈮長和町、１４日㈯上田市、１５日㈰東御市と日替り
により、昼は「信州上田地域 蕎麦づくし」として各市町村のこだわりの蕎麦
を味わっていただき、夜は「ビストロ幸村～真田丸夜膳～」として、地域の
厳選された食材を使った料理、地酒・ワインを楽しんでいただきました。併せ
て戦国武将にまつわるトークショーを開催し、戦国の世を駆け抜けた真田一
族の活躍に思いを馳せる夜宴となりました。
　また、一般来場者を対象とした、兜、陣羽織、太刀を着用し記念写真を
撮る「なりきり武将コーナー」や「上田地域絶景スポット写真展」、「上田地
域おすすめ特産品コーナー」、「観光パンフレットコーナー」を設け、期間中
大勢の方にお越しいただきました。

CG
ふるさと基金運用益活用事業

増田　美月さん（北御牧小学校）
市川　愛奈さん（和田小学校）
柳澤　　凜さん（川西小学校）
室賀　音色さん（中塩田小学校）
柳澤　遥香さん（滋野小学校）
清水麻奈加さん（塩尻小学校）
児玉　結音さん（城下小学校）　
長岡　音乙さん（青木小学校）
伊藤　青大さん（青木小学校）
水野まい華さん（第二中学校）

最
優秀賞

優秀賞

【作品名】うみのけしき

北沢　瑠菜さん
（塩川小学校2年）

黒田　深桜さん
（東小学校2年）

原　　桃花さん
（丸子中央小学校3年）

松山　夢希さん（第二中学校1年） 上野　太暉さん（青木小学校5年）

沓掛　千夏さん
（第六中学校3年）

コンピュータ・グラフィックス

入　選

佳　作

堀内　克樹さん（傍陽小学校）
松谷　達真さん（滋野小学校）
西澤　さきさん（清明小学校）
近藤　珠莉さん（依田窪南部中学校）

NHK大河ドラマ「真田丸」放送50日前告知イベント

『真田氏ゆかりの地 上田地域に残る真田一族の足跡』の開催について

～信州上田地域「銀座ＮＡＧＡＮＯの陣」～

青木村の段（12日）
なりきり武将
　コーナー長和町の段（13日）

審査
結果

入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されています。上田地域広域連合ホームページからもご覧いただけます。

上
田
創
造
館

企
画
展

上田市の段（14日） 東御市の段（15日）上田地域
おすすめ特産品
コーナー

そ　ば

かぶと

動
画

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22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234通の中から、10人の方に、「長和
町オードリーファー
ムの山ぶどう製品
（ワイン・ジャム・酢）
詰合せ」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 上田地域広域連合議会１０月定例会は、平成27
年１０月２０日から〇〇日まで開催されました。

② 平成27年上半期の可燃ごみは20,735トン（平
成26年度対比〇〇〇〇2.3％）でした。ご協力
ありがとうございます。

③ 上田地域こどもＣＧコンクールの応募総数〇〇
〇点の内、２０作品が入賞しました

6予 防 二 次

【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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週末の理科室 教　室

プラネタリウム

トピックス

展　示

 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

昨年の様子

12月29日㈫～平成28年１月3日㈰は年末年始休業のため休館。2月8日㈪は定期清掃のため休館。
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。

おもしろ・
ふしぎ体験広場
1月9日㈯、2月13日㈯、
3月１２日㈯ 13:30～15:30
　 　 1F エントランスホール
手作りおもちゃなどで、いろい
ろな不思議を体験しよう！
◆おもちゃ病院も開院します。

会場

ふっくらカルメ焼き
1月23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：上田地域の小・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）◆1月20日㈬までに電話または
FAXでお申込みください。

参加無料
参加無料

おりがみ教室
「ひな飾りを折ろう」
2月14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
◆当日申込み

会場

会場

いろいろな電池作り
2月20日㈯ 9:30～11:30
　　  ４F 科学実験室　定員：２０名
果物・木炭・アルミ箔などを利用して
電池作りをします。対象：上田地域
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）◆2月17日㈬ま
でに電話またはFAX
でお申込みください。

会場

お知らせ 平成28年度おもしろ科学少年団
【申込期間】 3月6日㈰～19日㈯ ９：００～12：00　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）
 ◆３月7日㈪以降の申し込みは創造館受付窓口（9：00～17：00）
【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、ホームページをご覧ください。

おもしろ科学少年団の活動を見てみよう

団員募集！

自然あそび（1F第4・5研修室） 科学工作（4F科学実験室） 地層･化石・鉱物（4F科学実験室） 自然観察（屋上天体観測室）

★冬の星座と神話 1月16日㈯
10:00～11:00

参加無料

★冬の星座と星の動き
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。

1月30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

凧展
入場無料

入場
無料

入場
無料

1月10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
築地凧の会よりご協力いただ
いた凧等を展示しています。

会場

第１2回 上小地域美術作品展2016
1月24日㈰～1月31日㈰ 9:30～16:30
　　  2F 美術館（最終日は16:00まで）
上田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１1日㈮～21日㈪　
9:00～17:00
　　 1F エントランスホール
公募の絵手紙を展示。それ
ぞれの送り手の想いが伝わ
る絵手紙展です。

会場

2016上小地域水墨画展
2月11日㈭～17日㈬
9:00～17:00
（最終日は16:00まで）
 　　 2F 美術館
上田地域の水墨画
愛好者の方々の作
品を展示します。

お手玉・こま・はねつきなどを楽しみましょう。

お正月あそび大会お正月あそび大会
★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～）

新春
企画 

会場

絵手紙展作品募集
募集期間 2月1日㈪～29日㈪必着

昨年の様子

昨年の様子

第18回 星に親しむ夕べ天文講演会

【用紙の大きさ】はがきサイズ
【応募方法等】（１人２点以内）
　❶作品を創造館へ持参
　❷作品を封筒に入れて郵送
【返却について】展示終了後、投函
します。必ず切手を貼ってください。
（返却時の宛先は、自分宛または友
人も可）

参加無料イベント 【投映日時】 土曜日 １３：３０～／１５：００～　日・祝日 １１：００～／１３：３０～／１５：００～　
【投映番組】 １１：００～／１３：３０～「星うさぎと月のふね」「冬の星座解説（3月からは春の星空解説）」
 １５：００～「星を見に行こう」「冬の星空解説（3月からは春の星空解説）」
【料金】　一般260円／高校・大学生210円／小・中学生110円　※２０名以上団体割引あり
◆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は無料です。（小中学生1人につき保護者1人）

★2月6日㈯ ９：3０～11：30「自然あそび」「科学工作」　★２月１３日㈯ 9：30～11：30「地層・化石・鉱物」、19：00～20：30「自然観察」
上田創造館（各会場）会場

ⒸJAXA/NASA/Aubrey Gemignani

興味のある方は、
　どなたでも見学できます。

平成２８年度は、４歳（年中）～未就学児までの皆さんを新たに募集します。
申し込み方法や活動内容等詳細は、後日チラシまたはホームページでお知らせします。

＋ －

1月・2月投映 ★　　　星うさぎと月のふね　★星を見に行こう　★冬の星座解説
3月投映 ★星うさぎと月のふね　★　　　ミラクルプラネット　★春の星座解説

新番組

新番組

　11月14日㈯、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）職員の
中沢孝氏をお招きし、講演会を催しました。
　油井亀美也宇宙飛行士の国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）での任務を中心に、
お話しをしていただきました。ＩＳＳ内部の機構、無重力状態で起こる体調の
変化、食事や睡眠といった生活の様子など実際の映像や動画を交えたお話し

を聞き、若い世代の皆さんからいくつも
質問が寄せられ、宇宙への関心が大い
に高まったようでした。
　ＩＳＳ内の宇宙飛行士は、地上から大勢
のスタッフに支えられ、各国の宇宙飛行
士と連携して任務を行っています。「こ
の人のためなら頑張ろう」という強い信
頼関係を築き、その中で活躍する油井
氏は、素晴らしい人物であるとのお話し
で締めくくられました。講演会の様子

1月4日㈪・5日㈫ 13:00～15:00　　　 1F 文化ホール会場 文：かんおゆうこ 絵：田中鮎子 原作:：講談社刊 配給：D＆Dピクチャーズ

のびのび
キッズ

～油井宇宙飛行士の活動と国際宇宙ステーションの生活～～油井宇宙飛行士の活動と国際宇宙ステーションの生活～

 　　 ４Ｆプラネタリウム室会場

入場
無料

10 11



発行▶ 上田地域広域連合
 〒386-0404  長野県上田市上丸子1612
 TEL:0268-43-8811　FAX:0268-42-6740 
 E-mail:webmaster@area.ueda.nagano.jp

印刷▶ 株式会社アオヤギ印刷

Vol.57
2016年1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

うえだ地域浪漫紀行～ 一年の無病息災を願って 八日堂縁日
ろま ん

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

　信濃国分寺の年中行事である八日堂縁日。毎年１月７日から８日にかけて行われ、参道に
は露店やだるま市が立ち並び、一年の無病息災、家内安全などを願う大勢の参拝者で夜通
しにぎわいます。慶長５年（1600年）、境内において、第二次上田合戦の前に真田昌幸と
信幸が「国分寺の会見」を行ったと伝えられています。

上田地域広域連合広報紙

しなの鉄道

千曲川
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北陸新幹線

上田電鉄別所線

77

18

141

しなの
こくぶんじ

信濃国分寺

国分寺
　史跡公園

信州大学
繊維学部文

神川小学校 文

第一
中学校

文

城下小学校

古舟橋

常田新橋

小牧橋文

本堂に向かう参拝者

蘇民将来符

信濃国分寺八日堂に関する問い合わせ先：
信濃国分寺　☎24-1388

家の厄災をのがし、代々
繁栄すると伝えられている
六角柱型のお守り

そみんしょうらいふ

http://www.area.ueda.nagano.jp
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 ☎8８-2345
●坂城町役場 ☎８２-３１１１

上田広域 検  索

う
え
だ
地
域
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9月

1日㈮

1日㈮

1日㈮

7日㈭・
8日㈮

9日㈯

9日㈯

14日㈭・
15日㈮

16日㈯

初日の出ツアー

お正月餅つきイベント

第45回元旦マラソン

信濃国分寺八日堂縁日

市民の森スケート場まつり

新春書き初め大会

古町豊受大神宮　おたや祭り

ライフ・ステージエコー2016

長和町：ブランシュたかやまスキー場

長和町：エコーバレースキー場

坂城町：文化センター

上田市：信濃国分寺

上田市：市民の森公園スケート場

東御市：東御市中央公民館

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

上旬

上旬 

3日㈬

3日㈬

7日㈰

14日㈰

戸沢のねじと馬ひき

スノーハイクin長和町

北向観音節分会

生島足島神社節分追儺祭

第13回ぴよぴよレース

第15回うえだ子ども文化祭

上田市：真田町長戸沢地区

長和町：美ヶ原高原

上田市：北向観音

上田市：生島足島神社

長和町：ブランシュたかやまスキー場

上田市：サントミューゼ

6日㈰

6日㈰

12日㈯

19日㈯

27日㈰

第53回湯の丸スキー大会

第15回キッズレース

ひめき雪まつり・スキー場感謝祭

2016シリーズ文化講演会③

湯の丸スノーボード大会

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場

長和町：エコーバレースキー場

上田市：真田中央公民館

東御市：湯の丸スキー場

講師：幸村第14代（仙台真田家13代当主）
　　　真田徹さん

23日㈯

30日㈯

2016シリーズ文化講演会①

2016シリーズ文化講演会②

上田市：セレスホール

上田市：上田文化会館

講師：作家 童門冬二さん

講師：俳優 八名信夫さん

21日㈰

2月27日㈯～
3月13日㈰

28日㈰ 

東御市消防団音楽隊演奏会

海野宿ひな祭り（地域発元気づくり支援金事業）

スプラッシュＸゲーム

東御市：東御市文化会館

東御市：北国街道海野宿

長和町：ブランシュたかやまスキー場

昨年の様子

スポーツレクリエーション祭2015「冬の部」

日　　時

内　　容

問合せ先

元オリンピック選手などによるスケート講習会とデモンス
トレーションのほか、パイプ椅子押し競走、パン取り競走
など。きのこ汁の無料ふるまいを行います。

平成28年１月9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 「上田市市民の森公園スケート場」（上田市芳田3780番地85）

スポーツレクリエーション祭２０１５実行委員会事務局
上田市教育委員会 ☎0268-23-6372（月～金）
 ☎080-5141-7783（当日）

貸靴料金
一人1回300円入場無料

※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。

▲スケート講習会

アイススレッジ体験会▶

市民の森スケート場まつり参加者
募集

ふるさと基金運用益活用事業
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