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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

　真田昌幸が築いた上田城のお膝元、旧北国街道の宿場町として栄えた雰囲気を今に伝える「柳町」。
石畳の道路やうだつ、なまこ壁の土蔵や老舗の商店など情緒あふれる建物が、数百メートルに渡って
保存・整備されています。古い町並みを残す過去と現在が交差する独特な趣があり、映画やドラマの
撮影をはじめ、テレビの情報番組などにも取り上げられ、上田の観光スポットの一つになっています。

上田地域広域連合広報紙
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柳町

保命水 旧北国街道

うえだ地域浪漫紀行～「柳町」いにしえの 太郎の山に 降りし雪
今ここに出で　命を保つ

ろ ま ん

寒松院（真田昌幸の妻）の墓がある大輪寺
は、以前は砥石城の近くにありましたが、上
田城の築城の際に現在地に再建されまし
た。

真田昌幸が上田城の鬼門の方角に建てた
海禅寺の湧水を明治14年に木管をつない
で引いたもので、長寿の水として多くの
人々に愛用されてきました。

保命水
ほめいすい かんしょういん はか

「寒松院」の墓（大輪寺）

問い合わせ先： 上田市観光課　☎23-5408

い

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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 〒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
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1日㈰

1日㈰

1日㈰

5日㈭

7日㈯

7日㈯・
8日㈰

8日㈰

8日㈰

8日㈰

8日㈰

14日㈯・
15日㈰

14日㈯

15日㈰

初日の出ツアー

お正月餅つきイベント

第46回元旦マラソン

新春書初め大会

市民の森スケート場まつり

信濃国分寺八日堂縁日

上田市成人式

東御市消防出初式

青木村消防出初式

長和町消防出初式

古町豊受大神宮　おたや祭り

ライフ・ステージエコー2017

上田市消防出初式

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

東御市：東御市中央公民館

上田市：市民の森スケート場

上田市：信濃国分寺

上田市：上田市内7箇所

東御市：田中商店街ほか

青木村：青木村文化会館周辺ほか

長和町：和田支所ほか

長和町：豊受大神宮周辺

坂城町：坂城テクノセンター

上田市：東小学校、海野町商店街ほか

22日㈰

22日㈰

2017シリーズ文化講演会①

坂城町消防出初式

上田市：丸子文化会館セレスホール
講師：歴史研究科 河合敦さん

坂城町：逆木通りほか

1月

3月

2月
上旬 

3日㈮

3日㈮

5日㈰

5日㈰

5日㈰

8日㈬

19日㈰

25日㈯～
4月2日㈰

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16回うえだ子ども文化祭

東御市男女共同参画のつどい

第13回ぴよぴよレース

戸沢のねじと馬ひき

スプラッシュＸゲーム

坂城のお雛さま～江戸から昭和まで～

長和町：美ヶ原高原

上田市：北向観音

上田市：生島足島神社

上田市：丸子文化会館セレスホール

東御市：東御市中央公民館

長和町：ブランシュたかやまスキー場

上田市：真田町長戸沢地区

長和町：ブランシュたかやまスキー場

坂城町：坂木宿ふるさと歴史館・鉄の展示館

下旬～
3月中旬 

26日㈰

東御市消防団音楽隊演奏会

海野宿ひな祭り

東御市：北国街道海野宿

東御市：東御市文化会館

5日㈰

5日㈰

11日㈯

●日㈯

26日㈰

第54回湯の丸スキー大会

第16回キッズレース

2017シリーズ文化講演会②

ひめき雪まつり・スキー場感謝祭

2017シリーズ文化講演会③

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

上田市：真田中央公民館
講師：気象予報士 木原実さん

長和町：エコーバレースキー場

上田市：上田文化会館
講師：タレント ダニエル・カールさん

昨年の様子

スポーツレクリエーション祭2016「冬の部」

日　　時

内　　容

問合せ先

元オリンピック選手によるスピードスケートやアイスホッ
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、パン取り競走など。きのこ汁の無料ふるまいも行
います。「アルクマ」や「あかりちゃん」も来場予定！

平成29年１月7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２０１6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

アルクマと滑走▶

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
45億3,737万

9千円

歳  入
47億9,440万

5千円

上田地域広域連合議会
10月定例会

議会報告

　平成２８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２６日から
１０月２８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２７年度決算
認定等の 5 件の議案が提出され、すべての議案について
可決・認定されました。詳細については、次のとおりです。

平成27年度　上田地域広域連合　決算状況

条 例 の 一 部 改 正
○上田地域広域連合火災予防条例の一部改正について
　防火対象物の消防用設備等の状況の公表、個室型店舗の避難管理について火災予防条例の改正が通知された
ことに伴い、上田地域広域連合火災予防条例の一部改正を行いました。

平 成 ２ 7 年 度 決 算 認 定
　平成２７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２７年度における一般会計及び三特別会計を合わせた歳入決算額は、４７億９，４４０万５千円で、前年度と
比較して10億7,055万５千円の減額となりました。また、歳出決算額は４５億３，７３７万９千円で、前年度と比べ
10億1，328万9千円の減額となりました。

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２９年２月２１日㈫から２４日㈮までの４日間の日程で、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２9年2月6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
 24億0,755万6千円
●東御市負担金
 6億4,168万2千円
●青木村負担金
 1億0,728万9千円
●長和町負担金
 1億9,596万4千円
●坂城町負担金
 330万4千円

使用料及び手数料（7.2％）
3億4,505万8千円
●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（58.4％）
23億4,770万円
●丸子消防署高規格救急車購入
●東北消防署災害対応特殊救急車購入
●消防本部庁舎耐震化及び増設工事
●消防救急デジタル無線整備事業 など

介護保険特別会計（4.8％）
2億1,599万6千円
●要介護認定調査・審査会経費 など

ふるさと基金特別会計（1.9％）
8,660万6千円
●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（6.5％）
3億1,429万1千円
●前年度繰越金

繰入金（3.1％）
1億4,689万6千円
●ふるさと基金繰入金
●老人福祉基金繰入金 財産収入（0.2％）

800万7千円
●土地等貸付料
●基金運用収入

連合債（25.3％）
4億3,990万円
●クリーンセンター、消防施設整備事業債　

国庫支出金（0.3％）
1.381万2千円
●消防施設整備補助金

分担金及び負担金（70.0％）
33億5,579万5千円

一般会計（41.6％）
18億8,707万7千円

特別会計（58.4％）
26億5,030万2千円

清浄園費（6.3％）
2億8,664万9千円
●制御システム修繕 など

クリーンセンター費（23.4％）
10億6,049万8千円
●上田クリーンセンター費
　（1号炉減温用熱交換器修繕 など）
　5億1,100万7千円
●丸子クリーンセンター費
　（焼却設備修繕 など）
　3億3,342万8千円
●東部クリーンセンター費
　（焼却設備修繕 など）
　2億1,606万2千円

創造館費（2.0％）
9,089万2千円
●指定管理料 など

大星斎場費（1.6％）
7,236万2千円
●指定管理料、火葬炉設備修繕 など

依田窪斎場費（0.9％）
4,066万8千円
●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（7.4％）
3億3,600万8千円
●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 など

諸収入（3.5％）
1億7,045万円
●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。

県支出金（0.004％）
19万6千円
●県委任事務交付金（消防事務）

主な収入（注：主な項目掲載のため、円グラフと一致しない場合があります）

主な支出（注：主な項目掲載のため、円グラフと一致しない場合があります）

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27年度(決算額）

勤務時間、休憩時間の状況（平成28年4月1日現在、標準的なもの）

❷ 職員給与費の状況　平成27年度(決算額）

平成28年度
採用者数

平成27年度
退職者数

2人 1人

圏域内住民基本台帳人口（平成27年度末）
210,604人

人件費（B）
2,102,047千円

人件費率（B/A）
46.3% 

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27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）

239人

給　　与　　費

919,012千円 242,814千円 361,489千円 1,523,314千円
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）
6,374千円

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
2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、係長研修　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
008人
225人
159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
6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27年度、平成28年度とも4月1日現在）
区　分

平成28年度
平成27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
25人
24人

1人

16人
16人

0人

198人
199人
－1人

239人
239人

0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２7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27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 8,657千円（うち広域連合からの補助金1,699千円）
歳出 6,625千円

地方公務員法第42条に基づく職員の保健、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。

歳出額（A)
4,537,379千円

　本格的な冬を迎え、暖房器具などを使用する機会が多くなりました。
　年末年始は何かと忙しくなり、火の取扱いに対する注意がおろそかになりがちです。上田広域では、平成２３年から
２７年までの５年間に暖房器具による火災が２５件発生しており、秋季から冬季の間に集中しています。
　暖房器具を使用する際には、下記の取り扱いポイントを守り、火災予防につとめましょう。

　平成２３年から２７年の５年間の暖房器具等の火災
原因は右表のとおりで、機械的な欠陥よりも、人的ミス
が圧倒的に多くなっています。
　「布団や衣類等が熱源に接触した」事例が５件と最も
多く、次いで「洗濯物などがストーブの上に落下した」、

「石油ストーブ等の近くに置いてあった可燃物が放射
熱により発火」などの事例が共に３件となっています。
　使い慣れた器具でも常に注意する意識を持つこと
が大切です。

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！

ストーブなど

こたつ 

●ストーブやファンヒーターへ給油するときは、必ず火を消しましょう。
給油タンクの口金がしっかり閉まっているか確認しましょう。

●ストーブなどの近くで洗濯物を干すのはやめましょう。カーテンや
布団など、燃えやすい物の近くで使うのはやめましょう。

●寝るときや外出するときは、必ずストーブの火を消しましょう。
また、ファンヒーターや電気ストーブなどのスイッチを切り
ましょう。布団などが接触し、火災になる恐れがあります。

●スプレー缶をストーブやファンヒーターの上や近くに置くのは
やめましょう。放射熱により缶の中の圧力が上昇して破裂する
恐れがあります。

●ストーブなどを使用中に近くでスプレー缶を使用するのは

やめましょう。スプレー缶に使用されている可燃性ガスに引火
する恐れがあります。

●ストーブなどの取扱説明書をよく読んで、正しく使用しましょう。

●掛け布団、座いすなどがこたつ内のヒーターユニットカバーに
触れないように注意しましょう。

●こたつの中で衣類を乾かすのはやめましょう。
●電源コードがこたつの脚などの下敷きにならないようにしま

しょう。
●電源コードを折り曲げたり、ねじったり、束ねたまま使用しない

ようにしましょう。

「消しましょう その火その時 その場所で」平成２8年度
全国統一防火標語

暖房器具の取扱いについてのポイント

平成２３年から平成２７年までの暖房器具等の火災事例

暖房器具等による火災件数

H23年

布団や衣類等の可燃物が熱源に接触した
洗濯物などの可燃物がストーブの上に落下した
石油ストーブ等の近くに置いてあった可燃物が放射熱により発火
可燃物を火源上に置く
石油ストーブ使用中、近くにあった燃料等に引火
石油ストーブ等を使用中に給油し燃料に引火
石油ストーブにガソリンを誤給油
発熱部に可燃物が接触
その他
　　　　　　　　　合　　　　　計

ストーブ
5
3
3
2
2
2
1

5
23

こたつ

2

2

（件）

火　災　原　因

10

8

6

4

2

0

（件）

H24年 H25年 H26年

■こたつ　■ ストーブ

H27年

暖房器具等による月別火災件数

1月

10

8

6

4

2

0

（件）

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

■ H23年　■ H24年　■ H25年　■ H26年　■ H27年
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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4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29日㈭ ～ 1月3日㈫
12月29日㈭ ～ 1月3日㈫
12月29日㈭ ～ 1月3日㈫
12月28日㈬ ～ 1月4日㈬
12月28日㈬ ～ 1月4日㈬
12月29日㈭ ～ 1月3日㈫
12月23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5日㈭
1月5日㈭
1月5日㈭
1月5日㈭
1月4日㈬
1月4日㈬
1月4日㈬
1月5日㈭
1月5日㈭
1月4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31日㈯ ～ 1月3日㈫
12月31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

31No.連載
「ごみ」とは、そもそもなんだろう？

　身の回りには、さまざまなものがあります。
　わたくしたちの生活の中で、使えなくなったり、使わなくなったり、いらなくなったものが、捨てられ「ごみ」となります。
　お気に入りの洋服やくつも、いずれ「ごみ」に変わってしまいます。

ごみを減らし、限りある資源を大切に

 ものは資源からできています。今まで使っていたものが
「ごみ」になり、新しいものが必要になると、新たに資源を
使ってものを作ることとなります。
　一方、資源には限りがあります。未来の子どもたちに貴重
な資源を残していくためにも、「ごみ」を減らし、資源をむだ
に使わないことが大切です。　

いま、私たちにできる ～ごみ減量の取組例～
　　　　　　　　　　「今年から新しいライフスタイルに挑戦してみませんか…」

問い合わせ先： ごみ処理広域化推進室（上田市常磐城 2320）
 ☎71-7705 ※事務所移転に伴い、電話番号が変わりました。

　配布を再開した「サラ・さらさ」ですが、配布を中止してから５年以上が経って
いることから、改めて、配布方法と「サラ・さらさ」についてご説明します。
　なお、今年度の「サラ・さらさ」の製造は、12月をもって終了しましたので、配
布できる「サラ・さらさ」は、在庫限りとなりますのでご注意ください（「サラ・さら
さ」は、来年度も製造しますので、配布等については広報やホームページ等で
お知らせします。）。　

　「サラ・さらさ」は、清浄園（し尿処理施設）から発生した有機汚泥を焼却したものです。原料は、一般家庭のし尿や浄化槽
汚泥のため、水銀やカドミウム等の重金属はほとんど含まれません。また、砂状になっているために、臭いもなく衛生的です。
　「サラ・さらさ」には、りん酸、加里（カリウム）の成分が多く含まれていることから、樹木、花、野菜等にご利用いただけます。

①配布日 ： 毎月第１、第３火曜日（配布日が休日・祝日の場合は、原則、翌日となります。）
　　　　　1/10、1/17、2/7、2/21（在庫が無くなった場合には、配布を終了します。）
②配布方法　※当日配布予定数に達し次第、配布を終了します。
 ●受付時間 ： 午前9時30分から午前10時まで
 ●受付場所 ： 清浄園事務所
 ●配 布 数 ： 原則1人10袋まで（配布予定量により上限が変わることがあります。）
③配布額 ： １袋当たり50円

「サラ・さらさ」（肥料）を配布しています！
（今年度配布する「サラ・さらさ」は、在庫限りです。）

配布方法について

サラ・さらさについて

問い合わせ先：清浄園（上田市常磐城 2320） ☎２２-２３３９

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
ただくものです。大勢の皆様のご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29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29年4月1日～平成31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29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

出
典
：
 ゴ

ミ
ッ
ク「
廃
貴
物
」第
８
集
ハ
イ
ム
ー
ン
氏
作

 

㈱
ク
リ
エ
イ
ト
日
報
刊
よ
り
転
載

作者注：ごみを減らせば、地球の資源・エネルギーを節約できます。

◆マイバックを持参し、
　レジ袋をもらわない。

◆簡易包装を
　心がける。

◆詰め替え製品を
　購入する。
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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４回目となり、応募作品193作品の中から、審査の結果16作品が入賞しました。
　12月17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25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。

　広域計画は、広域連合を構成する市町村や地域住民の皆様に対して、広域連合が掲げる目標や事務の
方針を具体的に示すもので、広域連合と関係市町村が適切に役割分担し広域的な事務を機能的に進め
ていく指針となるものです。
　現行計画の期間は平成25年度から平成29年度までの５カ年となっており、現在は計画の見直しの期間
となっています。そこで新たな広域計画策定の参考にさせていただくため、住民の皆様に現行の広域計画に
ついて下記の要領でご意見をお聞かせください。若い方のご意見もお待ちしています。

　広域計画及び各項目の詳細については下記ホームページにてご確認ください。また、広域計画の冊子をご覧になりた
い方は下記の問い合わせ先までお申し付けください。
ＵＲＬ：http://www.area.ueda.nagano.jp　　広域連合データ集　「広域計画平成25年度～平成29年度」

CG
ふるさと基金運用益活用事業

前沢　優成さん（城下小学校2年）

田口　怜也さん（城下小学校3年）

市川　愛奈さん（和田小学校3年）

堀内　康汰さん（長小学校4年）

小林　悠吾さん（青木小学校5年）

富澤　　昊さん（青木小学校5年）

小林　優花さん（塩尻小学校6年）

清水麻奈加さん（塩尻小学校6年）

宮﨑　　捷さん（第二中学校1年）

児玉　菜緒さん（第四中学校3年）

【作品名】夜の花火

召田　小遥さん
（青木小学校5年）

須﨑　一貴さん（塩尻小学校6年）

小林　奏太さん（滋野小学校4年）

朴　可然さん（滋野小学校5年）

室賀　色葉さん（中塩田小学校1年）

水野まい華さん（第二中学校2年）

コンピュータ・グラフィックス

入選（副賞：図書カード３千円分）

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。

最
優秀賞

副賞： 図書カード
 1万円分

優秀賞 副賞： 図書カード
 5千円分

広域計画へのご意見をお聞かせください

1. 募 集 期 間 平成 29年 2 月13日㈪まで
2. 意見の内容 広域計画全般及び計画に記載された下表の項目
3. 募 集 方 法 メール、手紙、FAX（書式は自由）
4. 募 集 対 象 上田市・東御市・青木村・長和町・坂城町にお住まいの方、またはお勤めの方
5. 公　　　表 ⑴ 個別回答は、いたしません。
  ⑵ 提出いただいたご意見を整理し、意見に対する考え方を含め広報等に
   公表させていただきます。 （個人情報は公表いたしません。）

問い合わせ先： 上田地域広域連合事務局 企画課
 〒386-0404　上田市上丸子 1612 番地　上田市丸子地域自治センター 4 階
 ☎43-8818　FAX 42-6740　Eメール :kikaku@ area.ueda.nagano.jp

番号
１
2
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９

記　載　項　目
上田地域の広域行政の推進に関すること
広域的な幹線道路網構想・計画に基づく事業実施に関連し広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること
関係市町村の土地利用計画の調整に関すること
広域的な観光振興に関すること
調査研究事業に関すること
消防に関すること
上田創造館の設置、管理及び運営に関すること
図書館情報ネットワークの整備及び運営に関連し広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること
上田地域の情報化に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること
ふるさと基金事業に関すること
介護認定調査並びに介護認定審査会の設置及び運営に関連し広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること
介護相談員派遣事業に関すること
障害者介護給付費等審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること
病院群輪番制病院に係る補助事業に関すること
し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること
ごみ処理広域化計画に基づく事業の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること
ごみ焼却施設の設置、管理及び運営に関すること
斎場の設置、管理及び運営に関すること
広域計画の期間及び改定に関すること

現行の広域計画には以下の19 項目を掲げています。

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20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239通の
中から、10人の方
に、青木村道の駅特
産品セットをお送り
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文字・数字が入ります）

① 広域連合２月定例会が、平成２９年２月〇〇日㈫
から２４日㈮までの４日間の日程で開催される
予定です。

② 平成２３年から２７年までの５年間に暖房器具に
よる火災が〇〇件発生しており、秋季から冬季
の間に集中しています。

③ 「ごみ」を減らし、〇〇をむだに使わないことが
大切です。

住 宅 1 2 2 3 5

【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。

トマトケチャップ、焼肉のたれ、みかえり漬
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週末の理科室 教　室

トピックス 展　示

星空解説

 上田市上田原1640　開館時間／9:00～22:00
問い合わせ・お申込み先　☎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

12月29日㈭～平成29年１月3日㈫は年末年始休業のため休館。2月6日㈪は休館日となります。
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14日㈯、2月11日㈯、
3月１1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

新春昔ばなし語りの会
1月29日㈰ 13:30～
　 　 1F 民俗資料館
塩田平民話研究所の
皆さんによる語り。

会場

ふっくらカルメ焼き
1月21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18日㈬までに電話で
お申込み

参加無料
参加無料 おりがみ教室

「ひな飾りを折ろう」
2月12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

モーターを使った車作り
2月18日㈯
9:30～11:30
　　  ４F 科学実験室　定員：２０名
モーターを使って動く車を作りま
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）
◆2月15日㈬までに
電話でお申込み

2月11日㈯～19日㈰ 9:30～16:30
　　 2F 美術館

会場

お知らせ 平成29年度おもしろ科学少年団
【受 付 日 時】 3月5日㈰ 午前9：00から受付開始
【受 付 場 所】 創造館受付窓口（9:00～17:00）【先着順／代理申込み、電話受付不可】
 ※3月5日は混雑が予想されるため1Fエントランスにて受付します。

【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・保険等）※別途材料費がかかります。
【募集グループ】 ①自然あそび　②科学工作　③地層・化石・鉱物　④自然観察
 （①小学校1・2年生のみ、②～③小学校3年生以上）
◆活動は、4月スタート　詳細は、別紙チラシまたはホームページをご覧ください。

おもしろ科学少年団活動見学会

団員募集！

入場無料

～絵手紙にまごころを託して～

絵手紙展
利用団体合同
作品展

発明・アイデア作品展

3月１1日㈯～20日㈪　
10:00～16:00

（最終日は15：00まで）
　　 1F 文化ホール
それぞれの送り手の想いが
伝わる絵手紙展です。

会場

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

プラネタリウム特別無料投映！
1月4日㈬～9日㈪ 11：00～/13：30～/15：00～

新春
企画 

　　　 花と宇宙のコラボレーション
冬の企画展『華と宇宙』を開催しました

発明・アイデア作品展
作品募集

【募集期間】1月10日㈫～2月3日㈮必着
※詳細は別紙チラシまたはホームページ
にて発表いたします。

参加無料イベント

上田創造館（各会場）会場 興味のある方は、どなたでも見学できます。

　１１月２6日から１２月９日の期間、長野県華道教育会上田支部に所属する各
流派の皆様に“宇宙”をテーマに作品を展示していただき、『華と宇宙－A 
FANTASTIC COLLABORATION－』と題し企画展を開催しました。
　電飾を施した会場内には、生花の香りが漂い、各流派の力作・意欲作が並び
ました。期間中、1,854人の皆様に来場いただき、「感動した。今までに経験の
無い華道展だった。」などの声を多数いただきました。
　初の試みとなる今回の企画展を準備段階から支えていただきました上田支
部長の宮島範之さんから、「各流派が一つとなり、宇宙をテーマに創意工夫
して取り組める素晴らしい機会だった。」と感想を述べていただきました。

1月4日㈬・5日㈭ 13:00～15:00　　　 1F 文化ホール会場

 　　 ４Ｆプラネタリウム室会場

入場
無料

◆直接会場へお越しください。

春の星座のお話と、キーボードの素敵な生演奏をお楽しみください。

冬の星座や金星などを
観望しましょう！
2月25日㈯ 18:30～21:00
　　  屋上　天体観測室会場

冬の星空観望会

◆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。

冬の星空の生解説を創造館オリジ
ナル曲と一緒にお楽しみください。
1月14日㈯ 10:00～11:00
　　  4F プラネタリウム室会場

冬の星座と星空の動き

◆当日４Ｆにて受付しますので
直接会場へお越しください。

★春の星空と星座 3月25日㈯
10:00～11:00　【生演奏】久保博樹氏

【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
※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）

デジタルプラネタリウム

4Ｆ プラネタリウム室会場

1月・2月投映 ★銀河鉄道の夜　★冬の星座解説
 ★　　　宇宙どこまであるの？物語
3月～投映 ★銀河鉄道の夜　★春の星座解説
 ★　　　宇宙どこまであるの？物語

新番組

新番組

参加
無料

参加
無料

入場無料

会場

絵手紙展作品募集
【募集期間】

2月1日㈬～26日㈰必着
【用紙の大きさ】はがきサイズ
【応募方法等】（１人２点以内）
❶創造館窓口に作品を持参
❷作品（ご記入済）を封筒に入れ

て創造館に郵送
【返却方法】展示終了後、創造館で
投函します。

【必須事項】応募する作品には必ず
切手を貼り、相手先の住所を明記
してください。（自分宛、友人宛も可）

自然あそび（1F第4・5研修室） 科学工作（4F科学実験室） 自然観察（屋上天体観測室） 地層･化石・鉱物（4F科学実験室）
★2月4日㈯ ９：3０～11：30「自然あそび」「科学工作」、19：00～20：30「自然観察」　★２月１1日㈯ 9：30～11：30「地層・化石・鉱物」

入場無料子どもも大人も全員無料！！
同 時 開 催

★けん玉級位認定会開催！
★手作りおもちゃであそぼう！
★おもちゃ病院も開院！

 
会場の様子▼▶

同 時 開 催

参加無料

★ 音 楽と星 空 のコラボレーション 企 画 ★
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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

　真田昌幸が築いた上田城のお膝元、旧北国街道の宿場町として栄えた雰囲気を今に伝える「柳町」。
石畳の道路やうだつ、なまこ壁の土蔵や老舗の商店など情緒あふれる建物が、数百メートルに渡って
保存・整備されています。古い町並みを残す過去と現在が交差する独特な趣があり、映画やドラマの
撮影をはじめ、テレビの情報番組などにも取り上げられ、上田の観光スポットの一つになっています。

上田地域広域連合広報紙

しなの鉄道

上田電鉄別所線

千曲川

上田橋

北陸新幹線 上田城跡
公園

大輪寺

うえだ

上田市
観光会館

上田市役所
池波正太郎
真田太平記館

上田藩主
居館跡

18

柳町

保命水 旧北国街道

うえだ地域浪漫紀行～「柳町」いにしえの 太郎の山に 降りし雪
今ここに出で　命を保つ

ろ ま ん

寒松院（真田昌幸の妻）の墓がある大輪寺
は、以前は砥石城の近くにありましたが、上
田城の築城の際に現在地に再建されまし
た。

真田昌幸が上田城の鬼門の方角に建てた
海禅寺の湧水を明治14年に木管をつない
で引いたもので、長寿の水として多くの
人々に愛用されてきました。

保命水
ほめいすい かんしょういん はか

「寒松院」の墓（大輪寺）

問い合わせ先： 上田市観光課　☎23-5408

い

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

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

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

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

検 索検 索上田広域

う
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1日㈰

1日㈰

1日㈰

5日㈭

7日㈯

7日㈯・
8日㈰

8日㈰

8日㈰

8日㈰

8日㈰

14日㈯・
15日㈰

14日㈯

15日㈰

初日の出ツアー

お正月餅つきイベント

第46回元旦マラソン

新春書初め大会

市民の森スケート場まつり

信濃国分寺八日堂縁日

上田市成人式

東御市消防出初式

青木村消防出初式

長和町消防出初式

古町豊受大神宮　おたや祭り

ライフ・ステージエコー2017

上田市消防出初式

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

東御市：東御市中央公民館

上田市：市民の森スケート場

上田市：信濃国分寺

上田市：上田市内7箇所

東御市：田中商店街ほか

青木村：青木村文化会館周辺ほか

長和町：和田支所ほか

長和町：豊受大神宮周辺

坂城町：坂城テクノセンター

上田市：東小学校、海野町商店街ほか

22日㈰

22日㈰

2017シリーズ文化講演会①

坂城町消防出初式

上田市：丸子文化会館セレスホール
講師：歴史研究科 河合敦さん

坂城町：逆木通りほか

1月

3月

2月
上旬 

3日㈮

3日㈮

5日㈰

5日㈰

5日㈰

8日㈬

19日㈰

25日㈯～
4月2日㈰

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16回うえだ子ども文化祭

東御市男女共同参画のつどい

第13回ぴよぴよレース

戸沢のねじと馬ひき

スプラッシュＸゲーム

坂城のお雛さま～江戸から昭和まで～

長和町：美ヶ原高原

上田市：北向観音

上田市：生島足島神社

上田市：丸子文化会館セレスホール

東御市：東御市中央公民館

長和町：ブランシュたかやまスキー場

上田市：真田町長戸沢地区

長和町：ブランシュたかやまスキー場

坂城町：坂木宿ふるさと歴史館・鉄の展示館

下旬～
3月中旬 

26日㈰

東御市消防団音楽隊演奏会

海野宿ひな祭り

東御市：北国街道海野宿

東御市：東御市文化会館

5日㈰

5日㈰

11日㈯

●日㈯

26日㈰

第54回湯の丸スキー大会

第16回キッズレース

2017シリーズ文化講演会②

ひめき雪まつり・スキー場感謝祭

2017シリーズ文化講演会③

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

上田市：真田中央公民館
講師：気象予報士 木原実さん

長和町：エコーバレースキー場

上田市：上田文化会館
講師：タレント ダニエル・カールさん

昨年の様子

スポーツレクリエーション祭2016「冬の部」

日　　時

内　　容

問合せ先

元オリンピック選手によるスピードスケートやアイスホッ
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、パン取り競走など。きのこ汁の無料ふるまいも行
います。「アルクマ」や「あかりちゃん」も来場予定！

平成29年１月7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２０１6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

アルクマと滑走▶

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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